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第４章 目標を達成するための取組  

Ｉ 地域で活躍する人づくり 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 地域福祉活動へ積極的に参加する 

計画目標Ⅰ 地域で活躍する人づくり 

基本施策① 地域福祉活動への参加促進 

個別施策１：世代間の交流促進と地域活動教育の機会づくり 

個別施策２：ボランティア・ＮＰＯ活動情報の提供 

基本目標２ 地域でともに生活する 

基本施策② 地域福祉活動の場の確保 

個別施策３：住民の地域活動支援 

個別施策４：ボランティア活動支援  

基本施策③ 支援者の育成 

個別施策５：地域福祉の勉強会の実施 

個別施策６：福祉人材の確保・育成 

基本施策④ 地域内での交流促進 

個別施策７：地域に住むすべての人の交流促進 

個別施策８：地域見守り・防犯活動の促進 
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１ 基本目標１ 地域福祉活動へ積極的に参加する 

地域社会を取り巻く状況は、常に変化し続けています。少子高齢化による核家族化や単独世帯

増加の影響等から、近所付き合いは減少し、近隣のことがよくわからない住民も増えています。  

それに伴い、町内会加入率や地域行事への参加率が低下するなど、住民同士の連帯感が希薄化

しています。 

地域の福祉課題や地域福祉活動を他人事とせず、住民一人一人が自分の事として捉えられるよ

う、環境整備や支援を充実することが必要です。 

 

（１）基本施策① 地域福祉活動への参加促進 

住民一人一人が地域社会の一員であることの意識を高め、地域福祉の在り方について理解や関

心を深める取組を通じて、つながりを築くことが重要です。 

地域の行事やボランティア活動に気軽に参加できるように、活動内容の情報を広くわかりやす

く発信し、参加を促進します。 

また、将来を担う子どもたちに、福祉や地域活動の大切さを学んでもらうとともに、地域福祉

活動を体験できる行事を通して意識の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

※ＮＰＯ 

「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構

成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。 

個別施策１：世代間の交流促進と地域活動教育の機会づくり  

地域住民の参加による福祉活動を通じ、子どもと高齢者など世代間交流を促進し、地域

福祉の考え方や理念の浸透を図るとともに、学校における総合的な学習の時間を活用し、

学校と地域住民、福祉団体などが連携、協力しながら福祉教育の充実を図ります。 

また、地域に関する情報を各世代に合った手段により発信し、気軽に活動に参加できる

工夫をするとともに、町内会館やコミュニティセンター、高齢者・介護・教育・保育施設

など様々な場所で、子どもたちと高齢者がともに参加できる事業を実施し、異年齢、世代

間の交流機会の拡大を図ります。 

個別施策２：ボランティア・ＮＰＯ※活動情報の提供  

住民が福祉分野のボランティアや NPO 活動等への関心を高める情報を発信し、地域活

動に参加する機会を提供することで、将来の担い手育成を図ります。 

また、ボランティアや NPO 活動等に関する情報を「広報ちとせ」や市のホームページ、

社会福祉協議会の広報誌などを活用し、積極的に発信するとともに、若い世代を中心に普

及が進んでいる SNS等を活用した情報発信について検討します。 
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（２）基本施策② 地域福祉活動の場の確保  

住民の地域福祉活動を支援するため、住民が気軽に立ち寄り、集まることのできる町内会館や

コミュニティセンター等の公共施設のほか、事業所や店舗の活用など、活動の場の確保に努めま

す。 

また、千歳市社会福祉協議会などと協力しながら、誰もが積極的に地域福祉活動に参加できる

仕組づくりを検討するとともに、人材育成に取り組むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

  

個別施策３：住民の地域活動支援    

親子のほか、高齢者や障がいのある方など、様々な住民同士の交流や地域活動の担い手

の育成を推進するとともに、孤立化の予防、健康・生活状態把握のための活動支援に努め

ます。 

また、活動場所については、既存の公共施設や町内会館等の有効活用を進めるほか、地

域における社会資源の活用について、企業・店舗など民間事業者との連携を図ります。 

個別施策４：ボランティア活動支援  

高齢者の社会参加や介護予防、ボランティア活動を始めるきっかけづくりを目的に、社

会福祉協議会のボランティアセンターと介護予防センターが連携して、市内に居住する

65 歳以上の高齢者を対象に「きずなポイント事業」を実施するとともに、引き続き制度

について住民に広く周知を行い、事業参加への促進を図ります。 

また、子どもから大人までの幅広い年代に対して、ボランティアに関する意識向上を図

り、ボランティア参加のきっかけづくりとして「ボランティア講座」、「1日体験学習」、「防

災ボランティアリーダー養成研修会」などの事業を実施します。 
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２ 基本目標２ 地域でともに生活する 

現在の公的サービスは分野ごとに整備され、高齢者福祉や児童福祉、障がい者福祉関連など

質・量ともに充実しており、住民は必要に応じてこれを利用することができます。しかし、地域

社会の変容とともに福祉課題は多様化・複雑化しており、制度の狭間問題等により、支援が困難

になることもあります。 

そのような場合は、地域住民だけでなく、ボランティアやＮＰＯ団体のほか福祉関係の支援員

など、地域に係るすべての人が協力し合う、いわゆる互助・共助・公助の力で取り組むことが重

要となります。 

 

（１）基本施策③ 支援者の育成  

地域の隅々まで福祉情報を共有できるよう、地域福祉推進員※が中心となり、町内会や民生委

員児童委員、ＰＴＡやクラブ、サークルなどの小単位・小グループが開催する地域福祉に関する

勉強会を支援します。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※地域福祉推進員 

千歳市が独自に配置している、地域福祉推進のための業務を担当する職員です。計画施行中における主な業務は、

計画の進捗確認、フォーラムや勉強会の開催準備、保健福祉サービス総合ガイドブックの更新などを行いました。 

個別施策５：地域福祉の勉強会の実施  

住民が地域福祉の理念について理解を深めるため、地域福祉推進員による「千歳学出前

講座」や「地域福祉勉強会」のほか、社会福祉協議会による「ちとせ市民ふくし講座」等

を実施します。 

個別施策６：福祉人材の確保・育成  

地域において将来の地域福祉を担う人材を育てるため、地域住民や学校等との連携・協

力により、地域福祉の活動体験教室を実施するなど、若年者に対し福祉と地域活動の重要

性について、意識の醸成を図ります。 

また、介護予防や事業所などで活動するボランティアを育てるため、社会福祉協議会が

行っているボランティア養成講座事業などにより、人材の確保・育成に努めます。 
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（２）基本施策④ 地域内での交流促進  

地域での交流を促進するためには、地域資源を最大限活用するとともに、協力者を増やすこと

が重要です。町内会などの各地域単位の中で、地域住民や知人、ボランティアの協力など、イン

フォーマルな支援の輪を広げていくことが重要です。 

また、地域の中で世代や生活環境に関係なく、誰でも自由に誘い合って訪れることができる交

流拠点をつくることも重要であり、地域で互いに声を掛け合える地域づくりを推進することが必

要です。 

 

 

 

 

 

  

個別施策７：地域に住むすべての人の交流促進  

高齢者や障がいのある方、児童などすべての人がつながることができる「居場所」づく

りが必要とされています。 

地域住民同士の主体的な交流や情報共有を通じ、町内会等をはじめとするコミュニティ

活動の活性化を図るとともに、知識や経験が豊富な高齢者や、障がいのある方などが持つ

特性を生かして、地域の子どもたちに対し学びの場を提供するほか、子ども食堂や地域食

堂など食を通じた支え合いなどによりお互いの理解を深め、地域内における多世代、異分

野間の交流を促進します。 

個別施策８：地域見守り・防犯活動の促進  

空き巣やひったくり、車上ねらいなどの街頭犯罪や振り込め詐欺、悪質な訪問販売等の

被害が全国的に多発しています。 

このような犯罪を未然に防ぐためには、被害に対する防止策の徹底や、防犯意識の向上

を図ることが重要であり、地域における啓発活動及び協力者の確保、相談体制の充実のほ

か、警察や関係機関との連携により、町内会など各地域単位の組織による見守り活動や防

犯活動の取組を促進し、犯罪発生の抑止につなげます。 
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Ⅱ 地域資源を活用する仕組づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標３  必要な情報を提供する 

計画目標Ⅱ 地域資源を活用する仕組づくり 

基本目標４  福祉サービスを適正に利用する 

基本施策⑥ 必要な支援に関する仕組づくり 

個別施策 11：地域福祉の総合支援機能の確立 

個別施策 12：生活困窮者への支援 

基本施策⑦ 相談窓口の充実化 

個別施策 13：地域相談情報ネットワークの構築・連携機能
の充実 

個別施策 14：包括的相談窓口機能の整備 

個別施策 15：早期発見・支援体制の構築 

基本施策⑧ 関係機関の連携強化 

個別施策 16：各種相談窓口の連携強化 

個別施策 17：民生委員児童委員の活動促進 

個別施策 18：地域福祉関係機関等の連携促進 

基本施策⑤ 情報提供手段の充実 

個別施策９：豊富な情報提供方法の充実 

個別施策 10：社会資源の有効活用 
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１ 基本目標３  必要な情報を提供する 

住民からの要望としてあげられる悩みには、情報の入手先がわからない、相談先がわからない、

情報が入ってこないといった、情報入手に関するものが多くあります。 

世代や環境によって情報を入手する媒体は多様化しており、住民がわかりやすく、様々な方法

で必要な情報が入手できるよう、取得しやすい媒体を活用し、周知することが重要です。 

 

（１）基本施策⑤ 情報提供手段の充実   

福祉分野を含め様々な情報発信については、対象者の年齢層や職業、さらには生活様式などに

より情報入手の方法がそれぞれ違うことを踏まえ、受け手側のニーズに合わせた情報をより多く

の住民に周知することが必要です。 

市のホームページや、回覧板、広報紙、福祉サービスの総合ガイドなどは、掲載内容の充実を

図るとともに、新たに情報の共有や交流に有効なＳＮＳネットワークなどの活用を検討しながら、

誰もが情報を得やすい収集方法を選べる環境づくりが必要です。 

 

 

 

  

個別施策９：豊富な情報提供方法の充実  

地域で安心して生活を送るために必要な福祉情報を整理し、保健・福祉・医療などの各

種サービスに結び付くような提供方法の工夫に努めます。 

また、福祉情報の発信は広報ちとせやホームページを活用するほか、地域情報誌、回覧

板、ＳＮＳなど、年代や生活スタイルの違いに応じた方法を用いて、広く住民に浸透する

よう工夫します。 

さらに福祉サービスなど地域の社会資源に関する情報の共有を図るため、民生委員児童

委員や町内会などを通じて、地域における情報発信の拡充に努めます。 

個別施策 10：社会資源の有効活用  

高齢・介護・障がい・育児・生活などに関する福祉サービス情報のほか、住民が利用可

能な制度、施設など、あらゆる情報を集約する「保健福祉サービス総合ガイドブック」の

内容を充実し、福祉サービスなどを必要とする方が適切に受けられるよう、情報の提供に

努めます。 
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（２）基本施策⑥ 必要な支援に関する仕組づくり  

地域課題は、高齢、介護、障がい、児童、日常生活など多岐に渡るものも多く、課題解決のた

めには複数の関係機関や民間団体によるきめ細やかな支援が必要となります。 

「8050 問題」や「ひきこもり状態」の対策など、制度の狭間で複合的な課題を含む問題に対

し一体的に取り組むことができるよう、行政のほか地域を基盤とした総合的に支援を行う仕組づ

くりが必要です。 

 

 

 

  

個別施策 11：地域福祉の総合支援機能の確立  

高齢や介護、障がい、児童、日常生活などに係る複合的な課題を含むケースに対応する

ため、地域包括支援センターや、各種相談員などとの連携を深め、地域からの困りごとに

総合的に対応することができる専門的な支援体制の構築に努めます。 

個別施策 12：生活困窮者への支援  

様々な理由で生活に困窮している市民からの相談を受けるとともに、自立に向けた各種

事業を実施し、合せて相談支援員がハローワークや医療・福祉関係機関などと連携しなが

ら支援を行います。 

 

 ハローワーク 

医療・福祉関係機関 

民生委員児童委員 

ボランティア団体など 

相談者 
（生活・住居・家計 

就労・教育、ひき 

こもり状態、8050 

問題など） 

相談窓口 

▽自立相談支援事業 

▽住居確保給付金事業 

▽家計改善支援事業 

▽就労準備支援事業 

▽子どもの学習支援事業 

相談 

連携 

ｻﾎﾟｰﾄ 
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○生活困窮者自立支援制度 

 

・自立相談支援事業 

  経済的・精神的な問題、家庭での悩みや健康上の問題など、困り事や不安を抱えて 

いる方の相談を受け、アセスメント（課題の分析）を行い、個々に応じた支援計画を 

作成します。その後、必要なサービスの提供につなげ、自立を支援します。 

 

・住居確保給付金事業 

 離職などにより家賃が払えず住居を失った方、または失うおそれのある方に、就職 

に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給し、就職に向け 

た支援を行います。 

 

・家計改善支援事業 

  家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できる 

ように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ等を行い、早 

期の生活再生を支援します。 

 

・就労準備支援事業 

 引きこもりとなっている方や働いた経験が無い方など、就労に向けた準備が整って 

いない生活困窮者の方に、基礎的な能力の習得を段階的にサポートし、一般就労に向 

けた準備としての支援を行います。 

 

・子どもの学習支援事業 

生活困窮世帯の子どもたちに自主的に学べる場を提供し、学力の向上や仲間と出会 

い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援など、ボランティアの協力を得なが 

ら、寄り添った学習支援を行います。 
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２ 基本目標４  福祉サービスを適正に利用する 

福祉ニーズの多様化とともに、制度やサービスの充実が図られていますが、利用するまでの手

続きが煩雑化・複雑化するなどの課題もあげられています。 

支援を必要とする住民が、適切な情報を入手し、必要な制度やサービスをスムーズに利用でき

るよう、行政・関係機関・事業者などが包括的に連携・協力する体制を構築することが必要です。 

 

（１）基本施策⑦ 相談窓口の充実化 

地域で住民が制度やサービスを利用する際、必要とする情報の入手や相談先の窓口がどこにな

るのか迷う場合があることから、地域包括支援センターが中心となり、情報提供や各相談窓口の

連携体制の改善に向けた検討を進めます。 

また、生活支援コーディネーターを積極的に活用することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※8050 問題 

80 歳代の親と 50 歳代の子どもの組み合わせにより、高齢の親が経済的に逼迫した状態で相談に訪れる例が共通に
確認されています。困窮するにつれて親の年金に生活を依存するなどの状況に陥ることも指摘され、また、親が要
介護状態になることで、子どもが離職するなどの要因も、社会的孤立や経済的な窮迫の背景となっています。 

※ダブルケア問題 

晩婚化・晩産化等を背景に、育児期にある者（世帯）が親の介護も同時に担うことです。 

個別施策 15：早期発見・支援体制の構築   

ひきこもりや 8050 問題※、ダブルケア※などの問題を誰にも相談できず、ネグレクトや

自殺など深刻な状況に発展することを防ぐため、社会福祉協議会や民生委員児童委員、地

域包括支援センターや各種相談員などが連携を図り、問題を早期発見し適切な対応につな

げるよう努めます。 

 

個別施策 14：包括的相談窓口機能の整備  

高齢・介護・障がい・児童のほか、生活困窮・就労・健康に関する支援について、福祉

分野だけでなく、生活や労働、法律関連など多様化する相談を適切な機関につなぐため、

庁内窓口の連携を深め、相談機能の向上を図ります。 

また、地域包括支援センター、障がい者総合支援センター、地域子育て支援センター、

成年後見支援センターなど関係機関相互の連携を深め、包括的な相談体制の充実を図りま

す。 

個別施策 13：地域相談情報ネットワークの構築・連携機能の充実  

地域の困りごとや相談、見守りに対応する体制の充実を図るため、身近な相談先として

地域包括支援センターや生活支援コーディネーター、民生委員児童委員などによる地域

ネットワークの構築及び連携の強化を進めます。 
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（２）基本施策⑧ 関係機関の連携強化  

多様化・複雑化する地域生活に関する課題を解決するため、各種支援機関・団体や行政の各関

連分野の担当者同士が情報交換することで連携を図ることが求められています。 

そのため、専門的な相談・支援機関などによって構成される「ちとせ地域福祉ネットワーク会

議」を活用するなど、地域福祉に関する情報交換やネットワークの構築により、支援体制を充実

することが重要です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※福祉委員 

町内会や民生委員児童委員などからの推薦を受け、社会福祉協議会から委嘱されて地域の福祉活動を実践する方です。 

個別施策 16：各種相談窓口の連携強化  

地域における各種問題に対応するため、地域包括支援センター・地域子育て支援セン

ター・障がい者総合支援センター・千歳地域生活支援センター・成年後見支援センターな

どの関係機関と、福祉委員※や生活支援コーディネーター、民生委員児童委員との連絡体

制の構築・情報共有機能の充実を図り、相談内容に応じ適切な専門機関につなげる仕組み

づくりに努めるなど、アフターフォローの行き届いた相談体制の連携強化に努めます。 

個別施策 18：地域福祉関係機関等の連携促進  

地域課題が多様化・複雑化する中で、単独の事業所や機関だけでは解決しない事例・問

題に対して、行政、支援団体、地域コミュニティ、相談・ケアの専門機関・団体などが包

括的・横断的に取り組むため、ネットワーク化された連携体制の充実に努めます。 

民生委員児童委員 

医療機関など 

地域包括支援
センター 

認定こども園など 

障がい者支援
施設など 

老人クラブ・
女性団体など 

職業安定所 

町内会など 

訪問介護員など 

関係機関・専門職など 

行政・社会福祉協議会など 連携 

連携 

個別施策 17：民生委員児童委員の活動促進 

千歳市には、213 人（定数：220 人、令和元年 12 月１日現在）の民生委員児童委員が

配置されています。 

民生委員児童委員は地域の身近な相談役として、住民の生活状態を把握し、必要に応じ

て福祉関連事業所や団体、行政機関と連携・協力を図るなど、住民と地域をつなぐための

活動を職務として、厚生労働大臣から委嘱を受けて活動しています。 

地域における民生委員児童委員の活動が円滑に進められるよう、福祉サービスや利用でき

る制度に関する情報提供を行うほか、地区協議会及び連絡協議会に対する研修会の充実を図

ります。 
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Ⅲ 誰もが安心して生活できるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標５ 地域で安心して生活する 

計画目標Ⅲ 誰もが安心して生活できるまちづくり 

基本施策⑨ 福祉サービスの提供 

個別施策 19：地域包括ケアシステムの推進 

個別施策 20：保健福祉オンブズマン制度推進 

基本目標６ 地域で安全に生活する 

基本施策⑩ 関係機関による包括的連携の強化 

個別施策 21：子どもや高齢者などへの虐待、配偶者等から
の暴力（ＤＶ）の防止 

個別施策 22：成年後見支援センターの充実 

個別施策 23：必要な制度・支援の提供 

基本施策⑪ 安全な地域生活づくり 

個別施策 24：地域防災意識の向上 

個別施策 25：避難行動要支援者への支援体制の充実 

基本施策⑫ 地域福祉推進基盤の整備 

個別施策 26：生活利便性の向上 

個別施策 27：千歳市社会福祉協議会の連携推進 

個別施策 28：安心で快適な生活環境の充実 
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１ 基本目標５ 地域で安心して生活する 

人間関係が希薄化しているとされる時代ですが、住民の健康課題や生活課題などを発見するた

めには、日ごろから情報を発見・キャッチするアンテナ役となる人が地域にいることがポイント

となります。また、「誰も知らない」、「気が付かない」という人を無くし、孤立・疾病・介護の

深刻化を早期発見・予防し、住民同士が互いに配慮できる地域をつくることが、地域共生社会の

目標の一つといえます。 

そのため、住民の困りごとを総合的に受け、住民に寄り添った気配り・見守り、情報提供、助

言などの包括的な支援ができる地域の専門相談員が求められています。 

住民が地域で安心して自分らしく生活できるよう、地域福祉の専門相談員などの地域における

支援者を増やすための取組を推進します。 

 

（１）基本施策⑨ 福祉サービスの提供  

高齢人口の急速な増加や、認知症高齢者の増加が予想される中、誰もが安心して住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・介護予防などの生活支

援や福祉サービスが一体的に提供される地域包括ケアが必要です。 

また、福祉サービスを利用するためには、多様化するニーズや個々の状況に応じ、適正に提供

されるための制度の確立が重要となります。 

住民が生活する地域において、幅広い分野の関係者が地域住民などと連携して、支援が必要な

方が抱える様々な課題の把握と解決を図る体制の構築に取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

※保健福祉オンブズマン 

福祉の分野で、市民に代わって、その利益を守るために行動する代表者又は代理人のことです。千歳市では、市長

の附属機関として、市民から申し立てのあった保健福祉サービスに関する苦情等について調査し、必要に応じて関

係機関に改善や是正を勧告するなどの対応を行います。 

個別施策 19：地域包括ケアシステムの推進  

高齢者や障がいのある方に対する支援や、生活困窮者などに対し包括的な支援を行うに

は、保健・医療・福祉・教育・就労などの様々な分野の社会資源から、専門機関が適切か

つ効率的に必要なサービスを選択し提供する仕組が必要です。 

複雑化する福祉分野の課題解決のため、積極的に地域包括ケアシステムの推進を図り、

地域福祉の向上を目指します。 

個別施策 20：保健福祉オンブズマン※制度推進  

保健福祉サービスの公正な実施及び住民の権利や利益の保護と、福祉サービスの質の向

上を図ることを目的として、住民の苦情に対して、迅速に処理し、不当な取り扱いなどが

あれば、改善や是正を勧告します。 

苦情申立て 

結果報告 

協力依頼 

調査協力 
関係機関 

保健福祉

サービス

利用者 

保健福祉 

オンブズマン 

サービス事業者 

勧告・意見表明 是正措置等結果報告 
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（２）基本施策⑩ 関係機関による包括的連携の強化  

地域において、複合的な課題や多様なニーズが増加しているなか、福祉関連だけではなく各分

野の関係機関が一体となり、包括的相談・支援が行える体制の構築が必要です。 

社会的に孤立していたり、必要な支援を受けていない要支援者などを把握し、支援につなげる

連携体制を強化することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

一般に、配偶者や恋人など親密な関係にある、又は親密な関係にあった者から振るわれる暴力という意味で使用さ

れます。 

※成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理した 

り、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をし 

たりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっ 

てもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不 

十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 

※市民後見人 

成年後見制度に基づき、判断能力の不十分な方々の財産管理や契約などについて支援する役割を担います。法律な

どの専門職ではなくても、家庭裁判所からの選任を受けた場合は、市民が後見人となることができます。 

個別施策 21：子どもや高齢者などへの虐待、配偶者等からの暴力（ＤＶ※）の防止 

 子どもや高齢者、障害のある方などへの虐待、配偶者等からの暴力（DV）の未然防止、早

期発見のため、地域住民のほか、地域包括支援センターなどの相談支援機関、介護・福祉サー

ビス事業所、医療機関、民生委員児童委員、福祉団体、警察、児童相談所などによる地域ネッ

トワークの充実を図り、保護・支援を行うための連絡体制の強化に努めます。 

個別施策 22：成年後見支援センターの充実  

高齢化・長寿化の進展に伴う認知症高齢者の増加、精神障がい者等の社会的入院の解消

促進などを背景に、認知症や精神障がい、知的障がいなどの理由から判断能力に不安を抱

えた人の財産管理や日常生活を支え、市民の誰もが住み慣れた地域で安心して生活をおく

ることができるよう、千歳市成年後見制度※利用支援事業及び千歳市成年後見支援セン

ターによる支援を適切に実施します。 

千歳市成年後見支援センターについては、千歳市社会福祉協議会に設置・運営を委託し、

法人後見や日常生活自立支援事業と一体的に成年後見制度を実施する中核機関として、制

度の周知啓発や制度利用に係る相談支援体制の充実、福祉・介護・医療・法律等の専門職

が連携した支援体制づくりを進めます。 

また、養成研修の実施等により、地域で密着して身近な立場で支援することのできる市

民後見人※の養成に努めます。 
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※ソーシャルワーク 

困りごとを抱えている個人を把握し、必要な支援を見極めて社会資源と結びつけたり、新しいサービスを開発して

いくなどの活動をいいます。個人に対する支援にとどまらず、広く地域社会への働きかけを通じて、地域福祉の実

現をめざします。 

個別施策 23：必要な制度・支援の提供  

住民同士のつながりの希薄化や地域活動に対する無関心など、相互扶助機能の低下につ

ながる問題が懸念されています。 

制度の狭間問題などに対応するためには、行政の縦割りでの個別対応では解決が困難な

ことから、行政や関係機関が連携して横断的に取り組む体制の強化を図ります。また、地

域でのソーシャルワーク※体制の整備、近隣住民や各種団体・事業者など、関係機関との

連携強化のほか、公共サービス、インフォーマルな支援、ボランティアなどあらゆる資源

を活用し、適切に支援するよう努めます。 
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２ 基本目標６ 地域で安全に生活する 

施設や道路の整備、移動手段の確保などの生活環境について、「高齢者・障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」等に基づき、ユニバーサルデザイン※に配慮し、

バリアフリー化を推進するとともに、防災・防犯対策の充実を図り、地域で安心して安全な環境

のもと、快適に過ごすことのできるまちづくりを目指します。 

 

（１）基本施策⑪ 安全な地域生活づくり  

災害などの緊急時の支援を円滑に行うためには、日常的な顔の見える関係づくりが重要になり

ます。関係づくりの取組は防災だけではなく、防犯にも効果的です。 

地域で安全に生活するためには、防災・防犯に関する知識の取得や災害時の対応方法までを含

めた、実践的な防災・防犯活動を推進することが必要です。 

千歳市地域防災計画に合わせ、要支援者名簿の整備を図るとともに、災害が発生した場合の避

難所における支援体制の充実に努めます。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ユニバーサルデザイン 
1990 年代頃から、アメリカの建築家であり工業デザイナーであった故ロン・メイス氏によって提唱された概念であ
り、製品、建物、環境を、あらゆる人が利用できるように、初めから考えてデザインするという考え方のことです。 

※自主防災組織 
「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組織であり、災害による被
害を予防し、軽減するための活動を行います。災害対策の最も基本となる法律である「災害対策基本法」において
は、「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」（第５条 第２項）として、市町村がその充実に努めなけれ
ばならない旨が規定されています。 

※要配慮者登録名簿 
要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、アレルギー等の慢性患疾を有する者、外国人など、避難後の
生活などで特に配慮を要する人をいい、これらの条件に当てはまる人を市の持っている情報をもとに作成した名簿
です。 

※避難行動要支援者名簿 
 災害時に自力で避難することがむずかしく、手助けが必要な方の名簿であり、町内会などの地域の方々が協力して災
害時の支援や平常時からの見守りなどに役立てるために使用するものです。 

個別施策 25：避難行動要支援者への支援体制の充実  

地域において、災害時に支援を必要とする高齢者や障がい者等が迅速に避難するための

支援体制を整えることを目的とし、「要配慮者登録名簿」※を作成します。 

また、希望者については本人の同意を得たうえで「避難行動要支援者名簿」※に登載し、

避難支援等関係者に情報を提供することで地域共助の意識の向上を図るとともに、これら

の個人情報については、必要な機関が適正に利用するよう、適切な管理に努めます。 

個別施策 24：地域防災意識の向上  

台風や地震による大雨や土砂崩れなど、生活機能が停止する規模の災害が発生した際

に、慌てずに行動し被害を最小限にするため、普段から減災・防災の活動に取り組むこと

が重要です。 

地域において共助体制の強化を図り、地域防災力の向上を目指すため、町内会などにお

ける自主防災組織※の結成を促進するとともに、学校や消防、社会福祉協議会などの関係

機関との連携を図ることが必要です。 

また、町内会などと協議して避難所ごとの運営体制について、迅速な対応が可能となる

よう準備を整えます。 
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（２）基本施策⑫ 地域福祉推進基盤の整備  

すべての住民が安心して快適に生活できるよう、公共施設などの整備にあたっては、ユニバー

サルデザインやバリアフリー※に配慮し、誰もが利用しやすいまちづくりの整備を進めます。 

また、町内会など地域コミュニティ内における住民同士の支え合いや、交流のための事業を実

施し、地域福祉を推進する機会づくりに努めます。 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

※バリアフリー 

障がいのある人など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で、もともと住宅

建築用語で登場し、段差等の物理的障壁を取り除くという意味で用いられることが多いです。より広く障がいのあ

る人や高齢者など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。 

個別施策 26：生活利便性の向上  

公共施設、道路、公園、公共交通機関などの整備にあたり、「高齢者・障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」や「北海道福祉のまちづくり条例」

などに基づき、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが安全に安心して快適に過ごすこ

とができるよう、段差の解消や障がいのある人に配慮した設備の確保など、ユニバーサル

デザインの導入、バリアフリー化の推進を図ります。 

個別施策 27：千歳市社会福祉協議会の連携推進  

社会福祉協議会は地域福祉活動推進の中心的な役割を担う団体であることから、千歳市

社会福祉協議会が策定する実践計画と連携し、地域包括支援センターの運営やボランティ

ア活動の支援など、地域福祉推進のための公益的活動に対して支援を行います。 

個別施策 28：安心で快適な生活環境の充実  

冬期間も安心して生活できるよう、高齢者や障がいのある方のみの世帯などに対し、除 

雪に関する支援事業を実施するほか、町内会などの団体が自主的に行う除排雪作業に対す

る支援を行います。  

また、地域や河川などにおけるボランティア清掃活動に対する支援を行い、快適に生活 

できる地域づくりに努めます。  


