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第１章 計画の策定にあたって 

 

 

１ 地域福祉とは  

 

子どもから高齢者まで、男性も女性も、障害のある人もない人も、全ての人々が個人としての尊厳

をもって住み慣れた家庭や地域の中で、安心して、いきいきと自立した生活を送ることを目指し、地

域の住民、行政、事業者、各種団体などが協働して、地域全体の生活課題を解決して、制度によるサ

ービスを利用するだけでなく、地域での人と人とのつながりを大切にし、お互い助けたり、助けられ

たりする関係をつくっていく取組を「地域福祉」と言います。 

また「地域福祉」については、社会福祉法第 1条で「地域における社会福祉」を「地域福祉」と規

定され、同法第４条において、地域住民等は「地域福祉の推進に努めなければならない」と明文化さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 社会福祉法（一部抜粋） 
（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って、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、もっ

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

行う者は、相互に協力して、福祉サービスを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、文化その他の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。 
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２ 地域福祉計画とは  

 

地域福祉計画とは、さまざまな生活課題にきめ細かく対応するため地域全体で取り組む仕組みづく

りや福祉サービスを利用しやすい環境づくりなどを総合的、計画的に進めるために策定する計画です。 

この計画を策定し実行していくことによって、町民や地域のさまざまな活動主体が自分の地域に関

心をもち、互いに助け合い、支え合うような関係づくりを進めることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 社会福祉法（一部抜粋） 
（市町村地域福祉計画） 
第１０７条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関

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

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

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

な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。 
１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 
２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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３ 地域の範囲のとらえ方  

 

計画の中で取り扱う「地域」とは、固定的・限定的なものではなく、活動の取り組み内容や、サー

ビスの内容になどによって、さまざまな大きさが考えられます。 

「地域」という範囲は、下記の図に示すように、ケースバイケースで、柔軟な考え方が必要だとい

えます。 

例えば、ボランティア活動の「地域」といっても、その活動の内容によっては、自分の近所だけを

活動範囲にしている場合もあれば、町全域が活動範囲になっている場合もあり、「地域」の範囲はさ

まざまな大きさが考えられます。 

 

 

 

 

 

重層的な地域の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町全域 

小学校区、地区連合行政区 

行政区（町内会）、隣近所 

個人 
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４ 計画策定の背景  

 

加速する少子高齢化、核家族化への進行、地域住民のつながりの希薄化、町民の価値観の多様化、 

景気低迷の長期化など地域福祉を取り巻く環境は大きく変化してきました。 

   また、引きこもり、児童虐待、配偶者等からの暴力、子育て家庭の孤立化、育児不安などが社会的

問題として発生しており、地域での助け合いや支え合いの重要性が認識されてきています。 

一方、ボランティアやＮＰＯ法人など社会福祉分野での新たな活動が活発化しており、町民の福祉

意識も大きく変化してきています。 

  これまでの社会福祉は、戦後の生活困窮者の保護・救済に始まり、その後の社会情勢の変化に合わ

せて高齢者、障がい者、児童などを対象にそれぞれの制度に基づく行政措置として福祉サービスが提

供されてきましたが、平成１２年度から施行されました介護保険制度を契機に、福祉サービスの利用

者と福祉の事業者が対等な関係に立ち、利用者自らが契約を通じて必要なサービスを選択できる制度

に変わりました。 

また、同年６月には「社会福祉事業法」が「社会福祉法」として改正され、その中で、利用者の立

場に立った社会福祉制度の構築、サービスの質の向上、社会福祉事業の充実・活性化、そして、地域

福祉の推進などが法の柱として定められました。 

 

 

５ 計画の位置づけと性格  

 

本計画は、社会福祉法に基づいた計画であり、「浦幌町第２期まちづくり計画（平成 13 年度～平成

22 年度）」を上位計画とし、既に策定されている高齢者、障がい者、児童等を対象としたさまざまな

個別の福祉計画を横断的に結びつけ、整合性や方向性を持たせ十分に調整を図った計画とし、町民、

地域、行政等が協働して取り組むための基本的な方向を示すものです。 

したがって、本計画は基本目標や施策の方向を明示し、地域福祉を推進するうえでの共通の理念を

定めるものであり、具体的な事業やサービスの展開については、個別分野のそれぞれの計画にゆだね

るものです。 
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＊地域福祉計画と他計画との関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦幌町第２期まちづくり計画 

 

浦浦  幌幌  町町  地地  域域  福福  祉祉  計計  画画  
 

（高齢者） 
 
 

（児童） 
 
 

（障害者） 
 

 

浦幌町老人保健福祉計画・介護保険事業計画 
（第３期計画） 

浦幌町次世代育成支援行動計画（前期） 

浦幌町障害福祉計画（第１期） 
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６ 計画の期間  

 

本計画の期間は、平成 19 年度（2007 年度）から平成 23 年度（2011 年度）までの５年間としま

す。 

平成 

13 年度 

 

17 年度 

 

18 年度 

 

19 年度 

 

20 年度 

 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 

 

・・・ 

      

浦幌町第 2期まちづくり計画 

（平成 13年度～平成 22年度） 

    

 

浦幌町地域福祉計画 

（平成 19年度～平成 23年度） 

 

  

浦幌町老人保健福祉計画 

浦幌町介護保険事業計画 

（平成 18年度～平成 20年度） 

 

   

 

浦幌町次世代育成支援行動計画（前期） 

（平成 17年度～平成 21年度） 

   

浦幌町障害福祉計画（第１期） 

（平成 18年度～平成 20年度） 

 

 

   

 

  

平成 

13 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・ 

 

17 年度 

 

18 年度 

 

19 年度 

 

20 年度 

 

21 年度 

 

22 年度 

 

23 年度 
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第２章 地域福祉を取り巻く現状 

 

 

１ 人口と人口構造の推移  

 

（１）人口の推移 

本町の総人口は、昭和 35年の 14,150 人をピークに年々減少し、平成 17 年 10 月１日現在（国勢調

査）は 6,068 人となっています。平成 12 年度以降の比較では 778 人減少しています。 

総人口に占める年少人口（０～14 歳）が高齢人口（65 歳以上）の人口を下回っており、少子高齢

化が進行していることがわかります。 

表―１ 人口世帯の推移 

人    口    数 

年少人口 生産年齢人口 老齢人口 区分 世帯数 
男 女 総数 

 比率  比率  比率 

平成 60 年 2,860 4,585 4,673 9,258 2,035 22% 6,150 66% 1,073 12% 

平成２年 2,669 4,058 4,337 8,395 1,628 19% 5,517 66% 1,250 15% 

平成７年 2,575 3,695 3,926 7,621 1,312 17% 4,788 63% 1,521 20% 

平成 12 年 2,525 3,317 3,529 6,846 961 14% 4,179 61% 1,706 25% 

平成 17 年 2,379 2,933 3,135 6,068 749 12% 3,486 58% 1,833 30% 

資料：国勢調査 

 

（２）世帯構成の推移 

本町の世帯は、平成 17 年国勢調査で 2,379 世帯です。平成 12年国勢調査において 2,525 世帯です

ので、この５年間で 146 世帯減少しています。一世帯当たりの人員は 2.71 人から 2.55 人ですので、

核家族化が進んでいることがわかります。 

 

（３）高齢者の現況 

本町の高齢者の現況は、平成17年国勢調査で65歳以上の人口は1,833人、平成12年調査では1,706

人でしたので、この 5 年間で 127 人増加しており、全体に占める割合も 30 パーセントを超え少子高

齢化が顕著に現れています。 

 

（４）障がい者の現況 

平成 18 年 4 月 1 日現在、身体障害者手帳の所持者数は 423 人、療育手帳所持者数は 59 人、精神障

害者保健福祉手帳所持者は７人となっており、年々若干の増加傾向を示しています。 
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障害の種別では、肢体不自由が 63.7 パーセント、次いで内部障害が 20.2 パーセント、聴覚・平衡

障害が 9.7 パーセントとなっています。身体障害者手帳の１・２級の割合が 48.7 パーセント、療育

手帳では A 判定の割合が 40.7 パーセントとなっており、施設への入所者は身体障がい者が９人、知

的障がい者では 19人で合計 28人となっています。 

 

表―２ 身体障害者手帳所持者数（平成１８年４月現在） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

肢体不自由 51 62 52 66 28 9 268 

視覚障害 4 7 2 3 3 3 22 

聴覚・平衡障害  15 3 8 1 14 41 

音声・言語障害   1 4   5 

内部障害 66  9 10   85 

計 121 84 67 91 32 26 421 

資料：保健福祉課 

表―３ 療育手帳所持者数（平成１８年４月現在） 

 18 歳未満 18 歳以上 計 

療育手帳 A 2 22 24 

療育手帳 B 8 27 35 

 計 10 49 59 

資料：保健福祉課 

 

（５）子どもの現況 

本町の合計特殊出生率を見ると、全国・全道平均よりも高い水準で推移していますが、平成 16 年

以降減少傾向にあります。出生率の低下は晩婚化、婚姻率の低下、経済的負担の増加など様々な要因

が影響を及ぼしていると指摘されています。このため、子どもの数は減少が続いており、平成 17 年

国勢調査における年少人口は 749 人で、人口割合は 12パーセントとなっております。 

表―４ 出生数の推移 

年次 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

出生数 44 人 47 人 50 人 41 人 37 人 

資料：人口動態調査 

表―５ 合計特殊出生率の推移 

年次 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

浦幌町 1.29 1.51 1.55 1.52 1.47 

全 道 1.21 1.22 1.20 1.19 1.15 

全 国 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 

資料：保健福祉課 
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２ 地域社会を支える活動の動向  

 

社会構造の変化、核家族化、住環境の変化などにより、地域社会に対する町民の意識も変わってき

ています。 

地域では行政区（町内会、地区連合行政区等）、地域推進委員（社会福祉協議会）、民生委員児童委

員、ボランティア会員、商店、企業など様々な町民や団体が支援活動を行っています。各地域におい

て、地域の実情に応じた活動を取り組んでおり、敬老会や除雪・清掃活動、各種イベント、子供会廃

品回収、交流事業などの実践により成果を挙げています。 

また、町社会福祉協議会には福祉系のボランティア団体が 10 団体あり、行政とは違った立場の様々

な分野で活動しています。近年は小・中学生、高校生が各種団体主催のイベントにボランティアとし

て参加しています。 

 

 

 

３ 福祉サービスの利用制度化  

 

少子高齢化の進行をはじめとした社会環境の変化により、社会福祉は限られた一部の人を対象とし

たものから、介護や子育てと言った、誰もが関わりのあるものへと大きく変化しています。 

このような状況の中、社会福祉の制度は、従来の行政による措置制度から、利用者がサービス提供

事業者と対等な関係に立ってサービスを選択する利用制度へと移行しています。 

近年は、介護保険法の改正や発達障害者支援法、障害者自立支援法、高齢者虐待防止法など新たな

法律が相次いで成立しています。障害者自立支援法は障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援

する観点から身体・知的・精神等の障害種別ごとに対応してきた障害福祉サービスの一元化を図るも

ので、平成 18年度４月から段階的に実施されています。 

また、介護保険法改正による地域支援事業を平成 18 年度から新たに取り組み、平成 19年度からは

地域包括支援センターを設置し、要支援認定を受けた方への介護予防サービスや要支援・要介護状態

とならないようにする予防事業が始まります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

 

１ 社会福祉の理念  

 

社会福祉法においては、「個人の尊厳の保持」や「地域における社会福祉の推進」を基本理念とし

て定められています。 

これからの社会福祉の目的は、限られた人の保護や支援だけではなく、社会連帯の考え方に立ち「個

人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障害の有無や年齢・性別にかかわらず、その人らし

い安心のある生活が送れるようになること」と考えられています。 

 

 

 

 

 

 

２ 地域福祉の理念  

生涯安心して、町に住み続けられる仕組みづくりや福祉関連分野との連携、町民参加によるまちづ

くりが求められ、人と人のつながりを大切にした、思いやりや支えあいによる地域の活性化が、地域

福祉の理念といえます。 
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３ 計画の基本理念  

 

ともに創り ともに支えあう 

町民すべてが 安心して暮らせる 

人に優しく思いやりのあるまちづくり 

 

 

本計画の基本理念は、地域福祉に関するすべての分野を包含し「浦幌町第 2期まちづくり計画」の

メインテーマである「ともに実践し、夢と希望のもてるまちづくり」を目指し、誰もが住み慣れた家

庭や地域で快適で安心して暮らせ、自然を大切にした、にぎわいのある福祉のまちづくりを進めるこ

ととします。 

 

 

 

 

 

４ 基本目標  

 

基本目標１ 支え合う地域福祉の推進体制をつくろう 

 

基本目標２ 地域福祉活動への積極的な参加を図ろう 

 

基本目標３ 人材の育成と確保 

 

基本目標４ 安全で安心して暮らせるまちづくりを進めよう 
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５ 計画の体系  

（基本理念） （基本目標） （基本的施策の方向） (施策の内容）

（１）保健・医療・福
     祉・教育等の連
　　 携

①各種相談体制のネットワークづくりの推進
②福祉関連分野との横断的な連携
③地域における活動拠点づくりの推進

（２）総合的なサービ
     スの仕組みづく
　　 り

①総合的なサービスの質と量の確保
②福祉サービスに係る情報公開の推進
③利用者の視点に立った情報提供の仕組みづくり

（３）地域活動・ボラ
     ンティア活動の
     推進

①社会福祉法人、NPOとの連携
②社会福祉協議会、ボランティア団体等との連携
③ボランティアセンターの機能強化

（４）ノーマライゼー
     ションの考えに
     基づいた社会づ
     くり

①障がい者の自立生活の支援
②緊急時における体制づくりの推進

（１）ボランティア・
     民間活動団体
     などへの参加
     の促進

①高齢者の参加促進
②児童、青少年の参加促進
③ボランティア活動ができる環境づくりの推進

２　地域福祉活動
    への積極的な
    参加を図ろう

（２）町民、地域と行
     政との協働によ
     る社会参加（ネ
     ットワークづく
     り）

①近所づきあい、町内会活動の促進
②生涯学習の推進
③健康づくりの支援

（３）地域文化の伝承
①高齢者との交流
②地域交流の推進

（４）だれもが参加で
     きる家事・育児
     ・介護等

①子育てしやすい生活環境づくりの推進
②介護しやすい生活環境づくりの推進
③子育て、介護等の相談事業の推進

（１）地域活動等にお
     ける人材の養成

①青少年の福祉教育の推進
②地域での学び、遊びの場づくりの推進
③体験学習事業等の推進

３　人材の育成と
    確保

（２）乳幼児から高齢
     者までの世代間
     交流の促進

①世代や障害を越えた交流の場の確保
②公共施設等の地域への開放
③生きがい活動の推進

（３）地域における社
     会資源の活用

①町や施設等の行事への積極的な参加
②老人クラブ等の活用
③地域における人材の受け入れ拡大と活用

（１）バリアフリー化
     の推進

①バリアフリーのまちづくりの推進
②情報バリアフリーの推進
③心のバリアフリーの推進

（２）暮らしやすい優
      しい生活環境
      づくり

①障がい者や高齢者向けの居住環境づくりの推進
②災害時要援護者への対応
③健康な地域づくりの推進

（３）町民相互の情報
     の共有化

①情報共有化の取り組み
②地域での相談体制の整備

（４）乳幼児から高齢
     者までの見守り
     と地域での支え
　　 あい

①民生委員・児童委員による訪問活動の強化
②隣近所への声かけや支え合いの推進
③子どもが健やかに育つまちづくりの推進

と
も
に
創
り
と
も
に
支
え
あ
う
　
町
民
す
べ
て
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
　
人
に
優
し
く
思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

１　支え合う地域
　  福祉の推進体
    制をつくろう

４　安全で安心し
    て暮らせるま
    ちづくりを進
    めよう
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第４章 施策方向の展開 

 

本町における地域福祉の基本理念に基づき社会福祉を実現するため、４つの基本目標と 42 の施策

の方向により、福祉のまちづくりを総合的に推進します。 

 

 

１ 支え合う地域福祉の推進体制をつくろう  

 

地域社会においては、多様な生活課題に地域全体で取り組み、町民を主体としたコミュニティを基

盤とし、自主的かつ積極的に活動することが重要です。このため、ボランティア、ＮＰＯ、行政区、

各種サークル等のさまざまな主体の連携による豊かな地域社会の実現を目指し、地域に根を下ろした

福祉を推進します。 

 

●施策の方向 

（１）保健・医療・福祉・教育等の連携 

保健・医療・福祉・教育等の各分野が連携して、町民が求めるサービスを提供する必要があり

ます。 

そこで、相談窓口の連携を強化し、相談機能の充実を図り、又地域における活動拠点を設け、

サービス提供の仕組みを構築することが必要です。 

施 策 の 内 容 

①各種相談体制のネットワークづくりの推進 

障がい者や高齢者に限らず、地域で生活する人は福祉に関する相談等があります。そうい

った町民の相談や悩みに対応できるよう、多種多様な分野との調整を図るためのネットワー

クづくりを推進に努めます。 

②福祉関連分野との横断的な連携 

保健・医療・福祉等を受け持つ行政においては、町民が必要としている福祉サービスを快

適に受けられるよう、各分野との緊密な連携を図り、よりよいサービスの提供に努めます。 

 

③地域における活動拠点づくりの推進 

福祉関連の各分野が連携し、福祉サービスの幅広い展開や町民による地域活動の充実のた

めには、その活動を支える拠点が必要です。町民、地域、行政等が協働して活動が展開でき

る拠点づくりを進めていきます。 
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（２）総合的なサービスの仕組みづくり 

福祉サービスを利用したいときは、どこでどのような相談等が受けられるのか、わかりやすく 

紹介する必要があります。 

そこで、サービスを提供する事業者のサービスの質や量を高めるための啓発活動やわかりやす

い情報提供が大切です。 

施 策 の 内 容 

①総合的なサービスの質と量の確保 

福祉サービスの多くは、行政が事業者を特定して、サービスの内容を決定する措置制度か

ら利用者自らがサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結んで利用する制度へと移

行しました。 

サービス提供事業者の福祉サービスを当事者以外の第三者が評価することにより、サービ

スの質の向上が図られます。 

町民のニーズを的確に把握し、サービスの質の確保やさまざまな条件を考慮しながら必要

な量を提供できるよう努めます。 

 

②福祉サービスに係る情報公開の推進 

福祉サービスの向上には、行政だけでなく、事業者のサービス向上に対する取組やサービ

ス提供が重要です。サービス提供事業者等が積極的な事業の情報公開等に取り組むよう理解

と協力を求めていきます。 

 

③利用者の視点に立った情報提供の仕組みづくりの推進 

福祉サービスや各種情報の提供には、利用者第一を考え、どういう情報を求め必要として

いるのかを、町民に十分に伝えることが大切です。 

また、広報紙、ホームページ等をはじめとした情報については、わかりやすく伝達し、正

しく情報をとらえることができる情報提供の仕組みづくりを進めていきます。 

 

 

（３）地域活動・ボランティア活動の推進 

ボランティア等に参加したいが、どうしたら参加できるのか？どういうボランティアがあるの

かわからないということがあります。 

きっかけがあれば活動に参加したいという潜在的な意欲は高いと考えられます。そこでＮＰＯ

等の関連団体との連携を図り、福祉分野だけではなく多種多様な分野における活動展開できる環

境づくりが必要です。 

施 策 の 内 容 

①社会福祉法人、ＮＰＯとの連携 

社会福祉法人は、利用者に質の高いよりよいサービスを提供するとともに、地域の一員と
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してまちづくり、地域づくりに参加し、地域社会の発展に寄与することが求められています。 

また、ＮＰＯは企業や行政では扱えないような公益的な事業等を実施することにより、活発

な地域活動を推進しています。 

そのような組織や団体と行政が連携することにより、一層活発な地域活動が展開され、相

乗効果が生れます。 

 

②社会福祉協議会、ボランティア団体等との連携 

社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とした団体として、又ボランティア

団体はボランティア（自発的な意志に基づいて人や社会に貢献する活動）を目的とした団体

として活動を展開します。特に社会福祉協議会が自主的な行動計画として策定する「地域福

祉活動計画」の取り組みについて連携、協力して支援していきます。 

行政や社会福祉協議会、ボランティア団体等は、強い連携を図り、ボランティア活動を推

進しボランティア活動が実施しやすい環境づくりに努めます。 

 

③ボランティアセンターの機能強化 

ボランティア活動の中心となるボランティアセンターの機能強化は、必要不可欠です。日

常からボランティア活動をサポートし、機能の充実を図り、町民のボランティアへの意識を

高め、参加しようとする意思を育むことが大切です。 

ボランティア活動への参加を促進するための啓発や、ボランティア養成講座の充実、ボラ

ンティア活動の活性化を図るためにボランティアセンターの充実に向けた支援を行います。 

 

 

（４）ノーマライゼーションの考えに基づいた社会づくり 

障がい者や高齢者等に対する思いやりや優しい心遣いは大切で、理解するだけでなく、気持ち

を行動に移すことが大切です。 

そこで、心身に障害等を抱えた人であっても、特別扱いすることなく、ともに暮らすことがで

きるような地域社会にするために、生活支援のためのネットワークづくりが必要です。 

施 策 の 内 容 

①障がい者の自立生活の支援 

住み慣れた家や地域での生活は、障がい者のみならず、そこに住む人にとっては、大き

な精神的な安定を与えます。 

町内での生活が快適であり、負担を感じることがなく、サービスを提供できるよう支援

していきます。 

 

②緊急時における体制づくりの推進 

緊急時においては、障がい者等の避難・誘導など、緊急時に対応できるよう、情報提供
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や連絡の手段を確保し、防災対策等の支援体制の推進を図ります。 
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２ 地域福祉活動への積極的な参加を図ろう  

 

地域福祉は、行政から与えられる福祉ではなく、権利擁護としての福祉、人権尊重の福祉が育まれ、

また、男女共同参画の視点を取り入れることが大切です。 

このため、育児・介護等の環境の整備、高齢者・障がい者・児童等の社会参加を一層促進し、地域

におけるネットワークづくり等、地域の実情に応じた町民参加による福祉活動を推進します。 

 

●施策の方向 

（１）ボランティア・民間活動団体などへの参加の促進 

ボランティア・民間活動団体などは、目的に向かって、積極的な活動を展開し福祉活動のすそ

野を広げています。 

そこで、さまざまな手段をとおして活動情報を提供し、ボランティア・民間活動団体などの自

主性を尊重しながら、だれもが気軽に参加できる場や機会の確保が必要です。 

施 策 の 内 容 

①高齢者の参加促進 

高齢者に対する生きがいづくりや閉じこもり対策等、予防の観点からも社会参画を促し、

高齢者が地域社会に参加することの意義や楽しさを理解し、継続的に参加できるよう努め

ていきます。 

 

②児童、青少年の参加促進 

児童、青少年は、自主的な活動等を通じて、仲間づくりや社会性の意味、健全な道徳観

等を身に付けていきます。 

ボランティア活動への参加を促し、児童、青少年を交えた、活気のある地域社会が展開

できるよう支援していきます。 

 

③ボランティア活動ができる環境づくりの推進 

ボランティア活動に対する町民の意識啓発を行い、ボランティア団体や個人ボランティ

アが有意義に活動できる仕組みづくりが必要です。 

ボランティア活動においては、相互に情報を交換し、共有化することによる、町民と行

政、社会福祉協議会、関係団体等が連携した体制づくり、環境づくりの推進を図ります。 

 

 

（２）町民、地域と行政との協働による社会参加（ネットワークづくり） 

安心して生涯暮らせる町にするためには、地域住民の社会参加が必要不可欠です。そのため

には、さまざまな工夫や取り組みにより、社会参加を促すことが必要です。 
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そこで、自分たちの町は、自分たちでつくるという自発的な支え合いのシステムを再構築し

ていくことが必要です。 

施 策 の 内 容 

①近所づきあい、町内会活動の促進 

地域住民が互いに支えあい、助け合うということが大切です。地域の課題を自分の課

題として受け止め、課題の解決のために地域住民お互いが話し合い、支えあって生活で

きる近所づきあいを地域に作り上げていくことや町内会活動等が活発に行われるよう支

援していきます。 

 

②生涯学習の推進 

生きがいのある充実した生涯を送るために、自分に適したものを選択し、学習活動や

社会参加等を行うことは、大変に有意義なことです。それにより、地域の住民同士が密

着した交流ができ、精神的にもつながり、心豊かに暮らすことができ、住みやすい地域

社会の実現につながります。 

そのために、生涯学習の相談や学習機会の提供を進めます。 

 

③健康づくりの支援 

町では、各種健康診査・検診、予防接種等を実施しています。生活習慣病予防等に力

を入れ、各年代に応じた保健活動を推進し、町民が健康で幸せな生活が送れるよう、推

進していきます。 

 

 

（３）地域文化の伝承 

町民お互いが触れあい、地域文化を伝えることができる機会を確保し、世代間や地域での交流

を展開することが、豊かな地域社会の形成や技術、慣習を伝えていく基盤となります。 

そこで、子ども達から大人まで、自由に話しあい、接することができる交流の場や機会を持つ

ことが大切です。 

 

施 策 の 内 容 

①高齢者との交流 

高齢者が子ども達と接し、さまざまな知識や経験等を教えることは、高齢者自身の生き

がいにつながると同時に、次の世代に有形無形の文化として、引き継がれていきます。古

くからの伝統、しきたりを大事にすることが、町の文化を受け継いだ地域社会を発展させ、

ふるさと意識を育みます。 

生涯住み続けたいと思える町にするためにも、高齢者等との交流を行うことが重要です。 
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②地域交流の推進 

自分たちが暮らす隣近所だけでなく、地域にはその特性を生かした活動や習慣がありま

す。各々の地域が交流することにより、今までにない新しいものを取り入れることができ、

地域社会が豊かに発展していくために、地域交流の推進を図ります。 

 

 

（４）だれもが参加できる家事・育児・介護等 

家事、育児、介護等の主な関わりは、女性の役割となっている傾向があります。 

そこで、従来からの役割を見直し、負担が偏らないよう、男女が協力して、性別にとらわれな

い役割分担とすることが必要です。 

施 策 の 内 容 

①子育てしやすい生活環境づくりの推進 

子育て家庭の不安感や孤立感を解消し、安心して子育てに専念できる、生活環境づくり

の推進を図ります。 

さらに、子育て家庭に関する、地域の社会資源のネットワークが十分に活用できる仕組

みづくりを進めることが重要です。 

 

②介護しやすい生活環境づくりの推進 

自宅等での介護については、介護者の負担の軽減や心身の健康づくりに注意することが

必要です。 

家族の理解のもと、できる限り自宅での介護を実践し、障がい者や高齢者等の自立生活

を支援するネットワークづくりの推進を図ります。 

 

③子育て、介護等の相談事業の推進 

子育てや介護、家事の悩みや役割分担等の相談に関する講習会等の機会や場を設け、子

育て家庭の支援、高齢者の健康づくり、男女にとらわれない役割分担等の推進を図ります。 
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３ 人材の育成と確保  

地域における福祉サービスを充実させ、ボランティア、ＮＰＯや行政区活動等による協働を実現す

るためには、広範囲にわたり世代を越え、それらの活動を支える人材の育成は必要不可欠です。 

このため、地域の社会資源を有効に活用し、人と人のつながりを大切にした地域福祉を推進できる

人材を確保し、それをコーディネートできる人材を育むための取り組みを推進します。 

 

●施策の方向 

（１）地域活動等における人材の養成 

地域福祉を推進していくことや身近な生活課題を解決するために、地域住民お互いが知恵を出

し合って取り組んでいくことが大切です。そのためには、福祉を理解し、地域住民と調和を図れ

るよう人材を育成することが必要です。 

そこで、子どもの頃からの学習やさまざまな体験が大切で、自主的に地域活動等に取り組んで

いける環境づくりを進めることが必要です。 

施 策 の 内 容 

①青少年の福祉教育の推進 

どんなに福祉サービスの質や量を高めても、町民一人ひとりの福祉に対する正しい理解

が必要で、そのことが安心して暮らし続けていくための原点となります。 

そこで、福祉教育に力をいれ、子どもの頃から学校、親、保護者等から福祉の意義を学

ぶことが大切です。 

 

②地域での学び、遊びの場づくりの推進 

子どもにとっては、学校以外の地域での生活の中に、学びの場や遊びの場が必要です。

心身ともに健全な社会人となれるよう、自然と共存した、学び、遊びの場づくりの推進を

図ります。 

 

③体験学習事業等の推進 

児童生徒が乳幼児とふれあい、活動することにより、命の大切さを理解し、自然の中で

の体験をとおして、生きることのすばらしさを理解することが大切です。 

次代の担い手である子ども達が個性豊かに育つよう、体験学習を通じた教育活動の推進

を図ります。 

 

 

（２）乳幼児から高齢者までの世代間交流の促進 

若い世代の人は、高齢者等からさまざまな知識や経験を教わり、日常生活を営んでいます。ま

た、高齢者も若い世代から新しい生活スタイルを教わることもあります。 
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そこで幅広い世代で世代間交流をすることにより地域社会の活性化につながり、安心して暮ら

せることにつながります。 

施 策 の 内 容 

①世代や障害を越えた交流の場の確保 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、お互い支えあい、協力できるような

世代間を越えた交流ができる環境が大切です。 

老若男女を問わず、幅広い世代と交流をもつことが、地域の活性化につながり、これか

らも、住み続けたいと思えるようなまちづくりの推進を図ります。 

 

②公共施設等の地域への開放 

町民がスポーツ等を通じて、積極的な健康づくりや仲間づくりを行い、豊かな地域社会

を形成するためには、運動やスポーツ、レクリエーションを楽しめるよう、今後において

も、公共施設や小中学校の運動場、体育館の有効利用を図ります。 

 

③生きがい活動の推進 

高齢者の知識や経験を生かすことは、高齢者の生きがいづくりにつながります。そのた

め、町民相互の交流の場である地域活動やボランティア活動等においては、高齢者の個性

に応じた活力のある生きがい活動を支援していきます。 

 

 

（３）地域における社会資源の活用 

企業等を退職された人たちの活動については、積極的に自分たちの社会資源等を地域や教育現

場等で活用することが大切です。 

そこで、多くの地域住民が活動の場に参加し、自由に意見交換ができる交流の場や機会を設け

ることが必要です。 

施 策 の 内 容 

①町や施設等の行事への積極的な参加 

町民は、精神的、身体的な健康の充実のため、文化活動やスポーツ活動等に参加するこ

とが大切です。地域の住民と接し、交流を図ることにより、自分の役割が認められ、満足

感や達成感につながります。 

地域社会が活性化し、地域住民の連携を推進していくためには、参加意識のある町民の

積極的な社会参加が必要です。 

 

②老人クラブ等の活用 

子ども達が老人クラブ等の行事に参加することは、世代間交流による社会性が図られ、

新しい発見も生れます。遊びだけでなく、町の歴史や文化を教わることにより、町民意識
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も高まります。 

そこで、老人クラブ等の協力のもと、にぎわいのあるまちづくりを推進していきます。 

 

③地域における人材の受け入れ拡大と活用 

企業等を退職された人たちは、地域社会の中で十分に能力を発揮することができます。

高い技術や知識を地域に還元することにより、地域社会への貢献が図られ、地域は、豊か

に発展します。 

地域社会において、社会資源である地域の人材を有効活用していけるよう努めます。 
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４ 安全で安心して暮らせるまちづくりを進めよう  

地域生活においては、地域住民がお互いに進んで協力し、住みやすいように心がけることが大切で

す。 

そして、すべての乳幼児から高齢者まで、安全で安心して生活できるよう地域での見守り活動や隣

近所との情報の共有化等を推進し、世代を越え町民一人ひとりが支え合える、暮らしやすい生活環境

づくりを推進します。 

●施策の方向 

（１）バリアフリー化の推進 

公共施設や交通等のバリアフリーを中心とした、バリアフリーのまちづくりを推進していくこ

とが重要で、安心して快適に生活できる環境の充実が求められます。そこで、町民、地域、行政

等が協働して人に優しいまちづくりを推進していくことが必要です。 

施 策 の 内 容 

①バリアフリーのまちづくりの推進 

障がい者や高齢者等が安心して外出ができるよう、公共施設等における段差解消や歩き

やすい移動しやすい歩道等、人に優しいまちづくりのためのバリアフリー化等、安全で歩

きやすい、通行しやすい歩行者空間の確保や交通事故防止等に向けた安全対策の推進を図

ります。 

 

②情報バリアフリーの推進 

障がい者や高齢者等が利用する施設等については、操作しやすい、わかりやすい情報機

器の整備や情報の確保の推進を図ります。 

さらに、障がい者や高齢者に対して、親切でよくわかる情報を提供する体制づくりに努

めます。 

 

③心のバリアフリーの推進 

障がい者や高齢者等に対しての不十分な理解が、障がい者や高齢者等の自由な行動を抑

え、地域活動に参加しづらい要因のひとつとなっています。 

障がい者や高齢者等が地域活動に参加する機会を増やすとともに、町民だれもが交流で

きる場の確保を推進します。 

 

 

（２）暮らしやすい優しい生活環境づくり 

子育てや介護の環境等が整備され、障がい者や高齢者等に対する福祉が行きとどいた町が求め

られています。安心のできる暮らしやすい生活環境は、ゆとりや潤いのある生活を与え、人口増

加の要因にもなり、地域の産業を活性化することにつながります。そこで、暮らしやすい優しい
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生活環境づくりには、福祉に視点を置いたまちづくりや町民相互の支えあい、助け合いが必要で

す。 

施 策 の 内 容 

①障がい者や高齢者向けの居住環境づくりの推進 

障がい者や高齢者が自宅等での生活を安心して送るには、ユニバーサルデザインの考え

方を取り入れた快適な居住環境が必要です。そのような居住環境づくりを促進するための

啓発活動や、企業等が取り組むユニバーサルデザインに関する情報発信についても推進を

図ります。 

 

②災害時要援護者への対応 

災害時においては、障がい者や高齢者等が避難することに遅れることの無いよう、緊急

時のマニュアル作成や避難訓練等で障がい者や高齢者等に参加を促し、災害時の体制づく

りに努めます。 

 

③健康な地域づくりの推進 

町民一人ひとりが、健康な生活習慣を身につけるためには、個人が健康に関する知識や

技術を身につけることです。そのためには、個人の健康づくりを支えるための健康的な環

境づくり・地域づくりが重要です。 

町民一人ひとりの健康な生活習慣の実行に向けて、健康な地域づくりの推進を図ります。 

 

 

（３）町民相互の情報の共有化 

安全で住みやすい地域社会を実現するためには、町民お互いの情報の共有化が求められていま

す。 

そこで、情報共有のネットワーク化を実現するために、日頃からの親しい近所づきあい、なん

でも相談できる体制の整備、地域住民相互での見守り等が必要です。 

 

施 策 の 内 容 

①情報共有化の取り組み 

安全で安心して暮らしていくためには、地域住民お互いが交流を深め、情報交換をする

ことにより、住みやすいまちづくりにつながります。地域住民自らが責任を持って、住み

やすい地域になるよう情報の共有化に取り組むことが必要です。 

 

②地域での相談体制の整備 

地域においては、地域住民お互いが、近所づきあいや配偶者からの暴力及び家庭内での

高齢者、子ども等への虐待、あるいは教育問題等について、相談を抱えています。 
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相談については、地域で解決を図れるよう、だれでも気軽に相談できる体制づくりを整

備することが必要です。 

 

 

（４）乳幼児から高齢者までの見守りと地域での支えあい 

民生委員・児童委員は、地域において見守り活動、訪問活動等を実施し、安全・安心なまちづ

くりを目指して活動しています。現実としては、高齢者や子ども等を狙った犯罪等が多発してい

ます。 

そこで、行政区等が中心となり、声かけ、ふれあい活動を展開し、地域ぐるみで事故や犯罪等

に巻き込まれないような取り組みが必要です。 

施 策 の 内 容 

①民生委員・児童委員による訪問活動の強化 

民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場にたって相談に応じ、

必要な援助を行い、行政とのパイプ役となり、社会福祉の増進に努めています。 

民生委員としては、地域に住むひとり暮らし高齢者等の相談相手となり、また、児童委

員としては、子どもたちが、地域の中で事故や犯罪に巻き込まれないよう、役割を認識し、

地域の中心となって、プライバシーの問題に配慮しながら、見守りによる訪問活動の強化

を図っています。 

町では平成 18 年 4 月現在、24 人がそれぞれの担当地域を定めて社会福祉の向上のため

の活動をしています。 

今後、社会情勢における諸課題への対応等その役割は、ますます重要となってきていま

す。地域福祉の推進に向け、民生委員・児童委員活動への理解とさらなる充実が必要です。 

 

②隣近所への声かけや支え合いの推進 

ひとり暮らしであっても、地域で安心して暮らしていけるように、隣近所の声かけや支

え合いの町民意識を育み、行政区等を中心とした見回り等の支援体制づくりを推進するこ

とが必要です。 

 

③子どもが健やかに育つまちづくりの推進 

子どもの健やかな成長のためには、地域ぐるみの温かな見守りややさしい心づかいが大

切です。家庭、地域、行政等が連携し、子どもが健やかに育つための環境に配慮し、子ど

もの視点に立ったまちづくりの推進を図ります。 
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第５章 計画推進のために 

 

１ 推進体制  

本計画の推進については、地域間での特色を生かし、地域住民が主体となって参加し、地域や各種

団体、関係機関行政等との「協働」により連携を図り、地域における地域福祉計画の具体化を推進し

ます。 

計画の見直しや進捗状況等について、浦幌町地域福祉計画策定審議会の設置や浦幌町地域福祉計画

推進調整会議（仮称）を設置することにより、推進体制を整備し、計画の適正な評価や進捗状況等に

ついての検証に努めます。 
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用語解説 

 

 

 

あ 

ＮＰＯ（民間非営利団体） 

ＮＰＯは、「民間」の「非営利団体」を指す言葉として用いられ、ボランティア団体や市民活動団

体をはじめ、主に国内で社会貢献活動を行う民間非営利組織に対して使われています。 

また、ＮＰＯに法人格を与えることにより社会的信用を高め、非営利の住民事業を支援、育成して

いくことを目的にＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が平成 10年に施行されました。 

 

か 

コーディネート 

物事を調整し、まとめるということ。 

 

合計特殊出生率 

15 歳～49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、一人の女子が仮にその年次の年齢別出

生率で一生の間に産むとしたときの子ども数に相当する率。 

 

た 

地域福祉活動計画 

地域社会にある福祉問題や課題を解決することを目的として、住民・民間団体の取り組む活動計画

で、社会福祉協議会が中心となって立てていく計画です。 

 

地域包括支援センター 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職により、地域における「総合的な相談窓口機能」

「介護予防マネジメント」「介護予防マネジメント」「包括的・継続的マネジメントの支援」「権利擁

護事業」を行う機関です。 

 

な 

ノーマライゼーション 

障がい者や高齢者を隔離せず、すべての人が地域でともに生活できるようにするのが当然だとする

考え方。障害者の住居、教育、労働、余暇などの生活の条件を、可能な限り生涯のない人の生活条件

と同じにする（＝ノーマルにする）こと。 
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は 

バリアフリー 

障害のある人が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という意味。もと

もとは建築用語として登場し、建物内の段差の解消等物理的障壁の除去という意味合いが強いものの、

より広く障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去と

いう意味でも用いられています。一般的には、物理的なバリア、制度的なバリア、文化情報面でのバ

リア、意識上のバリアの４つのバリアがあると言われています。 

 

ボランティアセンター 

住民のボランティア復興を図るため、ボランティアに関する各種相談、登録、受給調整や情報提供

を行います。また、活動資材や活動スペースの貸し出しも行います。設置主体は社会福祉協議会です。 

 

や 

ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、身体、言語など、人々が持つ様々な特性や違いを超えて、はじめから、できるだけす

べての人が利用しやすい、すべての人に配慮した環境、建物、製品などのデザインをしていこうとい

う考え方のこと。 

 

 


