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第１章 「ちとせ地域福祉市民会議」について 

１ 目的 

「ちとせ地域福祉市民会議」（以下、「市民会議」という。）は、「第４期千歳市地域福祉計画」の

策定にあたり、現行の第３期千歳市地域福祉計画（以下において「現行計画」という。）の評価、

検証等を行うとともに、地域における福祉サービスの適切な利用の推進や社会福祉を目的とする事

業の健全な発達に関する事項について、市民の要望及び意見を計画に反映するため、千歳市が設置

したものです。 

市民会議は、市長からの諮問を受け、千歳市の特性を生かした地域社会のあり方について議論を

行いました。具体的な市長からの諮問の内容は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえ、市民会議では千歳市における地域福祉の課題、解決のための方策等について議論

を重ね、検討結果を市長への提言書として取りまとめました。 

    

図表１ 市長からの諮問と市民会議の提言 

 

  

【市長からの諮問の内容】 

現計画である、「第３期千歳市地域福祉計画」の評価・検証を行うとともに、地域福祉

のあり方等について意見を求めます。 

 

【諮問（６月１４日）】 

 

福祉のまちづくりや 

社会福祉活動の目指 

すべき方向性と具体 

的な活動実施 

【提言（１１月５日）】 

 

いきいきと暮らせる 

地域づくりを見据え 

た提言として整理 

ちとせ地域福祉市民会議 

市  長 

 

“いきいきと暮らせ 

る地域づくり” 

 

・市の特性を生かし

た地域づくり 

 

・市民がお互いに支

え合う地域づくり 

提言書を

土台とし

た取組の 

実践 
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２ 市民会議委員 

市民会議委員は 19 名からなり、福祉関係団体等からの推薦を受けた者 16 名、市民からの公募に

よる者が 3 名となっています。 

 

図表２ 「ちとせ地域福祉市民会議」委員一覧 

委 員 氏 名 推薦団体・一般公募 

会 長 信太  雅洋 北海道千歳リハビリテーション大学 

副会長 松本  重夫 千歳市民生委員児童委員連絡協議会 

委 員 

青木  昭弘 千歳市町内会連合会 

伊藤  佑輔 千歳商工会議所 

岩澤  淳一 社会福祉法人千歳市社会福祉協議会 

牛島  博昭 社会福祉法人千歳いずみ学園 

緒 方  晋 ちとせの介護医療連携の会 

郡山 久美子 千歳市私立保育所連合会 

小林  美樹 千歳ひまわり号を走らせる会 

坂 井  治 公募 

作田  直人 医療法人資生会千歳病院 

長 森  聡 公募 

林  富 子 社会福祉法人千歳市社会福祉協議会 

原口  萩子 千歳市女性団体協議会 

藤村 美千代 千歳市少年育成市民会議 

村中 奈生美 公募 

横山  真紀 千歳市障がい者総合支援センターChip 

若生  敦子 社会福祉法人千歳福祉会 

渡辺  弘行 千歳市教頭会 
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3 開催経過 

市民会議の開催経過は、図表３のとおりです。 

  

図表３「ちとせ地域福祉市民会議」開催経過 

日時・場所・参加者数 開催概要 

第
１
回 

【日時】6 月 14 日(金) 18：30～ 

【場所】千歳市役所議会棟 

    大会議室 

【参加者】18 名 

・市民会議委員紹介 

・会長・副会長の選任 

・諮問 

・研修会（講演） 

「地域の支援計画に基づいた地域福祉活動 

（小地域ネットワーク活動）等の仕掛けのつくり方」 

  北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 

教授 岡田 直人 氏 

第
２
回 

【日時】7 月 4 日（木）18：30～ 

【場所】千歳市役所第２庁舎 

    ２階会議室５・６ 

【参加者】17 名 

・市民会議の運営と進め方の確認 

・市民アンケート実施についての確認 

・情報提供：地域福祉を取り巻く状況 

・部会検討・全体会議 

 テーマ：地域における福祉ニーズや課題の洗い出し  

第
３
回 

【日時】8 月 2 日（金）18：30～ 

【場所】千歳市役所第２庁舎 

    ２階会議室５・６ 

【参加者】14 名 

・市民アンケート調査報告（速報） 

・今後の検討内容説明 

・部会検討・全体会議 

 テーマ：住民が互いに支え合い、活動に参加しやす 

い地域づくり 

第
４
回 

【日時】8 月 28 日（水）18：30～ 

【会場】千歳市役所第２庁舎 

    ２階会議室５・６ 

【参加者】15 名 

・市民アンケートの結果概要説明 

・今後の検討内容説明 

・部会検討・全体会議 

 テーマ：利用できるサービスなどを確認し、地域で 

できる取組を考える 

第
５
回 

【日時】9 月 12 日（木）18：30～ 

【会場】千歳市役所第２庁舎 

    ２階会議室５・６ 

【参加者】17 名 

・今後の検討内容説明 

・部会検討・全体会議 

 テーマ：いつでも地域で必要な情報を得ることがで 

き、サービスが受けられる仕組づくり 
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日時・場所・参加者数 開催概要 

第
６
回 

【日時】10 月 3 日（木）18：30～ 

【会場】千歳市役所第２庁舎 

    ２階会議室５・６ 

【参加者】12 名 

・第３期千歳市福祉計画進捗状況報告 

・部会検討・全体会議 

 テーマ：提言書骨子の作成 

第
７
回 

【日時】10 月 28 日（月）18：30～ 

【会場】千歳市役所議会棟 

    大会議室 

【参加者】16 名 

・ちとせ地域福祉市民会議の提言書（案）の検討及び

決定について 
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第２章 部会（グループ討議）における議論の整理 

１ 部会（グループ討議）による検討の流れ 

効率的に議論を進めるために、全７回の会議のうち、第２～６回の会議では、３～４つのグルー

プに分かれて討議を行いました。 

グループ討議では、まず第２回の会議で「地域における福祉ニーズや課題の洗い出し」として、

５年前と比較して新たに解決すべき課題や、引き続き解決に取り組むべき課題等、地域で抱える

様々な課題の洗い出しを行いました。 

第３～５回では、第２回で討議した意見を整理して、討議するテーマを３つに設定し、各回１テー

マについて検討しました。 

第６、７回の会議では、３つのテーマで検討した意見から、提言書に載せる事項を整理するとと

もに、さらなる追加事項等の検討を行い、市長への提言書としてとりまとめました。 

 

図表４ グループ討議における検討の流れ 

 

 

  

（２）検討テーマの設定 

（課題解決に向けた検討の切り口） 

【検討テーマ１】 

「コミュニティ不足」 
～様々な地域単位での 
交流を図る・横のつ 
ながりを作る～ 

【検討テーマ２】 

「制度やサービスの
隙間が生む問題」 

～原因から支援策を 
探る～ 

【検討テーマ３】 

「必要なサービスや 
情報などが得られ 
ない」 

～解決の入口を探す～ 

（１）地域の中にある「福祉課題」の洗い出し 

 

（３）検討テーマごとの部会討議 
意見の整理・まとめ 

（４）提言書作成・提出 

制度では解決しにくい 

市民のニーズ・課題の発見 
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２ 部会における検討内容の整理 

（１）地域における「福祉ニーズや課題」の洗い出し 

第２回市民会議では、「地域における福祉ニーズや課題の洗い出し」をテーマに、グループご

とに議論し、その中で出された意見を「高齢者」「子ども」「地域」「障がいのある方」等のカテ

ゴリに分類しました。 

地域の中には様々な「課題」がありますが、解決する仕組は不十分であり、地域としての対応

のあり方などについて検討する必要性が浮き彫りとなりました。 

図表５ 地域における生活や福祉を取り巻く環境の変化と様々な問題点 

区分 分類 市民会議委員からの意見 

高齢者 
支援 

認知症患者・一人暮らし高齢者への支援、年金搾取問題、高齢化地域の

対応、民生委員の見守り支援負担増、運転免許返納後の支援、外出機会

と公共機関の充実、災害時の避難支援 

介護 要介護認定基準の見直し、介護と育児のダブルケア 

子ども 

育児 

貧困の連鎖、学費の負担増、子育て世帯の定収入、保育料等の無償化、

虐待・育児放棄の発見と対応、核家族化による母親の育児不安、子育て

親同士の交流不足 

子育て 

環境 

児童館職員の人手不足、地域の見守り不足（孤立化）、子ども食堂の促

進意義、子育てサービスの周知、保育士不足 

地域力 

地域・ 

町内会 

地域住民同士の関係希薄化、転入者の受入態勢、町内会未加入者の増加、町

内会活動の利点・意義の理解不足、町内会に対する無関心、住民情報の不足、

活動情報の周知方法（広報ちとせ・ＨＰ・ＳＮＳ・「ちゃんと」の有効活用）、

アパート増による住民間交流不足、若い世代の参加不足、高齢者と若い世代

のコミュニケーション不足、町内会・地域紹介マップ作製の必要性、町内会

役員のなり手不足、見守り隊のなり手不足、要支援者情報の不足、オレオレ

詐欺対策セミナーの実施、地域版寺子屋の促進、地域清掃活動の徹底、公園

の管理・点検、インフォーマルサービスの周知不足とその改善方法、老人２

人暮らしと単身高齢者の増加、児童数の減少、外国人居住者の増加、個人情

報開示・共有の難しさ、集会場の不足 

防犯・ 

災害時 

災害時対応、避難訓練、空き家等危険個所の対策、外国人に対する対 

応、自衛官の災害時のノウハウ有効活用 

障がいの

ある方 

保護・ 

支援 

障がいのある方の親の高齢化、発達障がいの方の就労支援、障がいのある

方と住民のコミュニケーション、障がい児の進路、災害・非常時の情報伝

達・避難・対応、児童・障がいのある方・要介護者の共生型社会の実現 災害 

制度の 

狭間 

介護・ 

引きこもり 

8050 問題、中年・高齢者の引きこもり、高齢の親と 40～50 代の引きこ

もり就労支援、社会参加への方法 

住環境 空き家 空き家の増加（周辺環境悪化）、保証人の手配が困難、 

行政 相談 市役所の相談窓口が不明 

人材 
人材 

不足 

除雪支援者が少ない、介護職（ヘルバー）人材の確保、介護職員不足、 

福祉サービス側の人材不足、福祉教育の促進 

交通・ 

インフラ 

バス・ 

買い物 

バスの本数が少ない、街までの移動が大変、近隣に店が不足、買物時の

荷物運搬が大変、バスのステップが高い 
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（２）検討部会テーマの設定 

 部会で洗い出した地域における福祉ニーズや課題を整理し、３つの「検討テーマ」を設定し 

ました。 

図表６ 設定した３つのテーマ 

テーマ１ 住民が互いに支え合い、活動に参加しやすい地域づくり 

テーマ２ 利用できるサービスなどを確認し、地域でできる取組を考える 

テーマ３ いつでも地域で必要な情報を得ることができサービスが受けられる仕組づくり 

 

【検討テーマ１】 住民が互いに支え合い、活動に参加しやすい地域づくり 

目  標 地域での課題（市民会議の意見） 

住民同士の交流の希薄

化ときっかけづくり 

町内会活動に対する無関心、町内会がわかりづらい、住民の情報不

足、外国人居住者が増加傾向、住民の顔が見えない、アパート増加 

地域活性化のための仲

間づくりと人材育成 

地域清掃活動、町内会未加入者の増加問題、転入者が入りやすい社会、

障がいのある方のコミュニケーション、町内会役員のなり手不足 

参加の促進による地域

力の増進 

避難訓練、ラジオ体操参加の徹底、町内会に気軽に参加できる仕掛

け、見守り隊の充実普及、近所との付き合いが減少、集いの場が無

い、他世代交流の場を活発にする 

 

【検討テーマ２】 利用できるサービスなどを確認し、地域でできる取組を考える 

目  標 地域での課題（市民会議の意見） 

地域での解決が困難な各

種問題に対し、利用でき

る解決手法を探る 

街までの移動が大変（交通手段の少なさ）、発達障がい者の就労支

援、虐待や育児放棄の問題、認知症高齢者の支援、障がいを持つ子

どもの進路について、空き家の増加 

企業・行政等、支援機関

の協力 

介護職員・福祉サービス側の人員不足、民生委員児童委員の負担増、

町内会役員のなり手がいない、支援員（ヘルパー）の不足 

地域福祉に必要な知識や

実技を取り入れる 

インフォーマルサービスの周知方法、、福祉人材を育成できる学校

が必要、子育て世代に対するサービスの周知、 

 

【検討テーマ３】いつでも地域で必要な情報を得ることができ、サービスが受けられる仕組づくり 

目  標 地域での課題（市民会議の意見） 

地域にいながら情報を得

る仕組 

地域活動の周知方法の工夫、相談先の分かりにくさ、子ども食堂、

町内会地域紹介マップ 

専門家や機関のアドバイ

スを地域に持ち込む 

高齢の親と 40～50 代の引きこもり、介護と育児のダブルケア、災

害時の高齢者・障がいのある方に対するバックアップ、貧困の連鎖、

学費の負担、高齢化が進む地域への対応、障がいのある方の生活場

所の少なさ 

地域で解決する手法 
認知症当事者の活躍の場、高齢者の運転、免許返納後の外出機会、

地域の見守り（孤立化） 
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（３）テーマごとの検討 

設定した３つの「検討テーマ」をもとに、市民会議で議論を進めました。 

図表７ 検討テーマと地域福祉計画の目標 

第３期千歳市地域福祉計画の策定後、地域福祉の課題は多様化している。 

 

 

         

 

 

 

『地域福祉を実践する人材や地域内の交流機会不足と、総合的（包括的）な相談・支援体制の 

設立が課題』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「少子高齢化の進行」、「ひとり暮らし世帯の増加」、「価値観やライフスタイルの多様化」、 
「地域住民同士のつながりの希薄化」等、生活や福祉を取り巻く環境は変化している。 

・災害対策基本法の一部改正 
・生活困窮者自立支援法の施行 
・子供の貧困対策の推進に関する法律の 
施行 

・成年後見制度の利用の促進に関する 
法律の施行 

・障がいを理由とする差別の解消の推進に 
関する法律の施行 

・こども・子育て支援新制度の本格実施 

法
令
改
正
・
制
度
施
行 

「必要なサービスや情報などが得られ
ない」～解決の入口を探す 

テーマ３ 

・地域活動の周知方法の工夫 
・相談先はどこか？ 
・介護と育児のダブルケア 
・貧困の連鎖、学費の負担 
・高齢の親と 40～50 代の引きこもり 
・高齢化が進む地域への対応 
・災害時の高齢者・障がいのある方 
に対するバックアップ   など 

いつでも地域で必要な情報を得られる
ことができ、サービスが受けられる仕組
づくり 

「制度やサービスの隙間が生む問題」 
～原因から支援策を探る 

テーマ２ 

・介護職員が不足している 
・街までの移動が大変(交通手段の少なさ) 
・発達障がい者の就労支援 
・虐待や育児放棄の問題 
・インフォーマルサービスの周知方法 
・引きこもりの問題 
・福祉人材を育成できる学校が必要 
・障がいを持つ子どもの進路について 
・高齢者認知症の支援     など 

利用できるサービスなどを確認し、地域
でできる取組を考える 

「コミュニティ不足」～様々な地域単位
での交流を図る～横のつながりを作る 

テーマ１ 

・近所との付き合いが減少している 
・町内会未加入者の増加問題 
・外国人居住者が増加傾向 
・集いの場が無い 
・  
・個人情報はどこまで聞けるのか？ 
・転入者が入りやすい社会？ 
・障がいのある方のコミュニケーション 
・避難訓練、災害時の対応   など 

住民が互いに支え合い、活動に参加しや
すい地域づくり 
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テーマ１：「住民が互いに支え合い、活動に参加しやすい地域づくり」 

 

地域での活動は様々な行事を通じて世代間の交流を活発にし、住民同士のつながりを強め、仲

間を作るとともに、次の時代を受け継ぐ後継者を育成する目的をもつ、大切な取組であり、地域

活性化の基礎となるものです。活動は楽しく、気軽に参加できる企画が必要で、また、地域住民

等が集う拠点（場所）づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民同士の交流 

連携 

・転入者への情報誌 

・地域 SNS 

・防災情報のラジオ放送 

・外国人住民に対する日

本語での交流機会 

・世代を問わないイベント 

・障がいのある方の参加を増やす 

・障がいのある方や高齢者を含めたすべての地域住民を人材と捉える  等 

・小中学校を核とした地域イベント 

・企業と連携して勉強会・イベントへの支援を要請 

・千歳市ＰＴＡ連合会と千歳市商店街振興組合連合会等の 

合同イベント 

・行政の各関連分野との連携 

・町内会情報発信を市のホームページと連携 等 

・直接声をかけ合い、誘うことが大事 

・防災訓練等とイベントを組み合わせる 

・気軽に集まれる場所を確保 

・転入者とのコミュニケーションを図る 

・多様な交流機会の提供 

きっかけ 

づくり 

情報 

共有 

地域 

団体・ 
企業 

地域資源の活用（情報・人材等） 

 参加・ 

協働 
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各グループの意見の整理 テーマ１：「住民が互いに支え合い、活動に参加しやすい地域づくり」 

分野 項目 検討結果（グループ１） 検討結果（グループ２） 検討結果（グループ３） 

地域参加と 

住民同士の交流 

参加しやすい 

雰囲気と 

そのきっかけ 

・地域参加は町内会活動が基礎であり、定期的な集いに 

より住民の把握が可能 

・楽しさを感じられる企画の実施が無ければ参加者増は 

期待できない。また、転入してきた住民に対し、あと 

から参加する抵抗感を軽減することが重要 

・回覧板など間接的な手法よりも、直接人同士が対面し、 

誘うことが大事 

・地域ごとの防災訓練などに併合し、他のイベントを組 

み合わせて開催することで参加しやすくなる。 

・住民が気軽に集まれる場所（町内会館等や公共施設の 

活用）を確保し、整備することが必要 

・初めて参加する者には、試験的に活動を体験できる機 

会を提供する。 

・従来からの会員と、新規加入者とのコミュニケーショ 

ンを図ることで、積極的な活動参加と円滑な運営が期 

待できる。 

・地域づくりの担い手として、共に活動してくれる仲間 

を育成する。 

・小規模集合住宅（アパート）のような、個別化しがち 

な環境の住民に対し、その規模に合わせた交流機会を 

提供し、そこから拡大を図る。 

情報共有のための 

地域コミュニティ 

ネットワーク 

の構築 

・回覧板とＳＮＳを併用して世代にあった情報発信を 

実施 

・町内会で連携してイベントを実施することで広域的な 

ネットワークも拡大することが可能となる。 

・外国人住民・転入者に対し、日本語での交流機会を 

設けることを検討する。 

・転入者向けに地域情報のような、社会資源を紹介する

情報誌などを提供する。 

・地域ＳＮＳグループを組織化し、情報のネットワーク 

化を図る。  

・防災情報をラジオ放送にするなど、幅広い世代に確実 

に伝達可能となる方法を検討する。さらに避難訓練を

実施する際には町内の要援護者などを把握する。 

 

地域活性化の 

ための人材育成 

地域資源（情報・ 

人材等）の活用 

・障がいのある方や高齢者を含めた全ての地域住民を 

人材として捉え、地域活性化実践者の一員として考 

える。 

・育児中の女性や児童を対象とした企画に高齢者も参加 

するなど、生活環境や世代を問わないイベントの実施 

により、互助の意識を醸成する。 

・障がいのある方の地域参加機会を増やし、積極的に交 

流を行う。 

・活動拠点となる施設の利用可能時間を見直し、ニーズ

に合わせた条件となるように努める。 

・伝統文化行事を実施し、児童育成に取り組む。 

・町内会単位での地域と行政との連携、関わり方につい 

て検討 

・町内会館や空き家を活用した「サロン」や「子どもの 

遊び場」の実施 

団体・機関を 

巻き込んだ 

地域力の増進 

学校や産業、行政 

や福祉機関など、 

地域で共存する 

ための連携 

・地域との積極的連携を考える企業を募り、地域力向上 

のため、勉強会やイベントへの支援を要請する。 

・小・中学校を核（拠点）とした地域イベント活動を実

践する。 

・千歳市ＰＴＡ連合会と千歳市商店街振興組合連合会 

などの合同イベントを実施し、メンバー同士の交流 

から地域力向上のための連携を図る。 

・ボランティア団体や教育委員会などとの連携により、 

外国人とのコミュニケーション能力向上のためのイベ 

ントを実施 

・育児やボランティア等、市や関係機関の多くの情報を 

まとめた資料が必要 

・福祉専門のコンシェルジュ、またはアドバイザー的存 

在が必要 

・行政の各関連分野との連携を図るなど、地域課題の解 

決について協議する。 

・町内会情報のまとめや発信力向上に、行政（ホームペー 

ジ）との連携を深める。 
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テーマ２：「利用できるサービスなどを確認し、地域でできる取組を考える」 

 

地域で支援を行う場合には、人材確保などの取組はもちろんのこと、視点を変えて地域に根差す

「企業」がある場合は、地域として企業へ協力を要請することが望まれます。地域と企業がお互い

に協力できる理想的な関係ができることで、地域の活性化にもつながります。 

また、地域の活性化のために活用できる情報について、生活支援コーディネーターのようなアド

バイザーから得ることで、住民が地域での取組をスムーズに進めることが可能になります。 

地域活動の人材は住民全体を想定しており、支援を必要とする障がいのある方等もその一人と考

え、誰もが地域活動に参加できる環境づくりを進めます。障がい者支援事業所などから、障がいの

ある方が持つ能力を活かして地域に参加してもらうことで、地域活動の人材確保につなげることを

検討します。 

さらに、子どもたちがインフォーマルやボランティアについて学ぶ機会を作り、福祉や地域活動

の大切さを伝え、道徳的意識や価値観を持ってもらうことは、将来的な地域力の向上のために重要

な取組となります。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 相談 

情報提供 

地域アドバイザー 
生活支援コーディネーターのような人材 

地域活動 

・地域住民全体が活動の人材 

・支援を必要とする障がいのある方等も 

地域活動の人材 

地域の子ども 

学ぶ機会 

学校等 

将来的な地域力資源の確保 

誰もが地域活動に 

参加できる 

環境づくり 

障がい者支援 
事業所等 

協力・
連携 

企業 

行政 

相談 
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各グループの意見の整理 テーマ２：「利用できるサービスなどを確認し、地域でできる取組を考える」 

分野 項目 検討結果（グループ１） 検討結果（グループ２） 検討結果（グループ３） 

地域での解決が 

困難な各種問題に 

対し、利用できる 

解決手法を探る 

地域生活における 

利便性の向上や 

快適さの充実 

・地域交通の不便さを解消するための制度や新しいサー 

ビスを作り出すことが必要（例：乗合タクシー）。 

・核家族や母子父子家庭の児童に対し、商業施設、公共 

施設等を活用した居場所作りを行う。 

 

・地域サロンを増やし、何時でも集まることができる機 

会を創出することで、元気な高齢者を増産するととも 

に、見守りにもつながる。 

障がいのある方の 

地域参加 

  ・地域において、障がいのある方が有する能力を住民が 

理解することで、地域活動への参加が増え、将来的に 

雇用・労働につながった際に納税者になる可能性を生

む。 

企業・行政等、 

支援機関・団体等 

の協力 

地域福祉の 

活性化に協力する 

・各地域でまとめられた各種意見・要望は、その内容を 

担う行政・自治体に伝える。 

・同時に経費面も相談する。（情報機能の新設や公共施設

等の改修） 

・民生委員の負担軽減のため、活動に対する支援を地域 

全体で行う。 

・情報共有の方法について社会福祉協議会と町内会及び 

行政が協議する。 

・企業には、地域でのイベント（旅行プランニング等） 

にアドバイスをもらい、適切かつ効果的な実施方法を 

学ぶ。さらに広報紙の作成や発信等の効果的手法と 

いった面でも指導を受け、企業ＰＲを兼ねた地域密着 

型の活動を依頼する。 

・社会福祉協議会で活動している生活支援コーディネー 

ターを、地域で有効活用する、また、その人数を増や 

す。 

・これまでの災害経験により、災害時など有事の際に地 

域での支援行動がとれる。 

地域力向上 

（担い手育成） 

のための対策 

・経歴等を踏まえ、長所や特技を生かした役割をもたせ 

ることで、将来的に地域の核となる人材を確保する。 

・体験型イベントなどで、子ども達に積極的に町内会活 

動を経験してもらい地域活動の大切さを学んでもら

う。 

・若い世代のアンケート調査を分析し、意見を活動に反 

映する。 

・イベントに準備段階から参加し、片付けまで全員で協

力 

・町内会活動の周知を図る。 

・地域で顔の見える関係づくりを実施する。 

・アンケート等を活用することが必要 

・情報の発信を充実させる。 

・身近な支援者を増やすことで地域力が向上する。 

地域福祉の 

理念の浸透 

地域福祉に 

必要な知識や実技 

を取り入れる 

 ・学校の授業で町内会のことを教える・体験する。 

・防災など直近の共通課題をテーマに町内独自の取組 

を実施 

・イベントを増やす。 

・地域で働く人材を育成できる支援（学校など） 

・千歳に福祉の学校 

・インフォーマルの教育 

・道徳の授業で町内会を学ぶ。 
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テーマ３：「いつでも地域で必要な情報を得ることができ、サービスが受けられる仕組づくり」 

 

制度やサービスなどの必要な情報が自分で入手できないことは大きな問題です。また、そもそも

何に困っているか、どうしたら良いかがわからない人も少なからずいます。 

地域においては、以前から住民が気軽に相談できる窓口が必要とされており、高齢化や孤立化が

進んだ昨今では、特にその整備が求められています。 

相談窓口の機能とは、例えば市役所や専門機関まで出かけていくほどの相談ではないが、気がか

りなことをちょっと話したいとき、または、どこに「相談したらよいのか」を相談するときなどに

も利用できる場所です。そしてその窓口を担当する相談員は、地域住民の中でも専門的な知識や経

験を持つ人でなければならず、人材を確保することは難しい現状にあります。 

そのため、当面は地区を担当する生活支援コーディネーターや福祉委員に話をつなぐことができ

るよう、住民一人ひとりが日頃からさまざまな相談機関の情報を集積したうえで、連絡・連携体制

を作っておくことが大切です。 

相談窓口では、福祉に関する情報だけでなく、地域で暮らしていくために必要とされる様々な地

域情報が集まり、そこに行けば必要な各種情報が得られる、という「拠点」を整備していくことが

重要です。 

また、町内会はもちろん、行政や病院、福祉事業所のほか、地域企業等とも連携したネットワー

ク機能を持たせることが必要となります。 

 

 

 

総合的な相談窓口 
専門的な知識や経験を持つ人が窓口担当 

町内会 行政 

病院 

福祉 

事業所 
地域企業 

関係機関のネットワーク機能の強化 

町内会行事を 

知りたい 

相談場所を 

知りたい 

行政サービスを 

知りたい 情報発信の種類

を増やして 
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各グループの意見の整理 テーマ３：「いつでも地域で必要な情報を得ることができ、サービスが受けられる仕組づくり」 

分野 項目 検討結果（グループ１） 検討結果（グループ２） 検討結果（グループ３） 検討結果（グループ４） 

地域にいながら 

情報を得る 

仕組 

あらゆる人々に 

わかりやすく 

伝える手段 

・提供する情報は誰にでも見やすく、有効 

活用してもらうための改善が必要 

（日付・分野・データ更新・Ｑ＆Ａ等） 

・情報を必要とする対象者に合った情報と、

提供方法を工夫する（高齢者・育児者、

音声認識アプリ・タブレット等） 

・千歳科学技術大学など地域の資源を活用す 

る。 

・知りたい情報が一元化で得られる工夫が 

必要 

・昔ながらの掲示板を設置し、いつでも誰 

もが見られるようにする。 

情報が取得でき

る拠点、地域で支

援を必要とする

人の情報の取り

扱い 

・要支援者等の個人情報の授受・開示に対 

する同意の可能性を探る。 

・広域的ＳＮＳを活用する。 

・駅前大型ビジョンや、市役所窓口モニタ 

 －などを使ってイベント情報等を告知す 

る。 

・情報入手する拠点の整備が必要である。 

・必要な情報の取得方法の認識度を調査す 

る。 

・各種相談が可能な窓口を常設する。 

・ジャンルを問わず人が集まるところで情 

報発信する。（病院・クリニック、銭湯・ 

理美容室・サロン等）生活支援コーディ 

ネーターといった地域で情報発進できる 

職種を増やす。 

専門機関や団体 

の技術の活用と 

助言 

 

情報発信・受信の 

媒体と手段の 

見直し 

専門家や機関の 

アドバイスを 

地域に持ち込む 

 ・高齢者や障がいのある方に対する情報提 

供の充実を図る。 

・千歳市民活動交流センターミナクールや 

障がい者支援組織との連携を検討する。 

 

・地域における推進員と自治会の連携及び

情報の供給や総合アドバイザーの配置を

行政に依頼し、地域担当の連携を行うこ

とが必要 

 

地域で解決する 

手法 

ネットワーク 

構築とコミュニ

ティ形成 

・自助の自覚とその周知が必要である。 

・各市民の意識改革が必要であり、孤独を 

防ぐ緩やかなつながりを形成する。 

・１人１冊の自助 Book の必要性を考える。 

 ・自治会内でイベント交流時のほか、生活 

支援コーディネーター（地域支え合い推 

進員）や民生委員からの声かけで次回参 

加につなげる。 

・町内会でサービス窓口を把握して対応す 

る。 

・町内会に相談役ポストを作り、生活支援 

コーディネーターと連携する。 

・町内会活動だより（他町内会へ配布） 

・学校通信の利用 

 

地域の状況と 

意識の問題 

  ・支援が必要なのに、本人は必要としてい 

ない問題 

・地域で行政サービスを必要としているの 

か、把握することが必要 

・公的資源の活用を思いつかず、インター 

ネットなどで検索してしまっていること

がある。 

・地域の身近に知恵袋的な人がいない上、 

専門的システムの氾濫と情報の多量化に 

より、一層サービスが行き届かなくなっ 

ている。 
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３ 計画の目標と施策の設定 

「検討テーマ」ごとの議論では、地域づくりのための様々な課題について幅広く議論され、各テー

マの取組の方向性や、対応策の案が以下のように整理されました。 

 

図表８ 検討テーマごとの取組の方向性や対応策 

検討テーマ 取組の方向性や対応策 

検討テーマ１ 

「住民が互いに支え合い、活動に参加しやすい 

地域づくり」 

様々な地域単位で交流を図る横のつながり、 

仲間づくり ～地域力の向上～ 

地域参加促進・担い手育成・地域コミュ 

ニティ強化・地域での支え合い（自助と 

互助）・交流の場の設置・地域サロンの 

活用・活動の認知度向上 

検討テーマ２ 

「利用できるサービスなどを確認し、地域で 

できる取組を考える」 

制度やサービスの隙間が生む問題 

～原因から支援策を探る～ 

地域見守り体制の充実・生活困窮者支援 

（就労支援・学習支援・住居支援）・介護 

予防サービスの利用・高齢者、障がいの 

ある方の社会参加 

検討テーマ３ 

「いつでも地域で必要な情報を得ることができ、 

サービスが受けられる仕組づくり」 

必要なサービスや情報を得る 

～解決の入口を探す～ 

情報提供の充実とネットワーク研究・地域 

と関係機関等の情報交換・地域住民の相談 

窓口・地域福祉コーディネーターの設置・ 

地域企業や学校等地域資源との連携 

 

取組の方向性の整理や対応策の検討に基づき、千歳市の地域福祉計画の計画目標と基本目標、基

本施策の設定を行いました。 
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○地域力 

住民同士の関係希薄化、若い世代の

参加不足、外国人居住者との交流

など… 

○制度の狭間 

8050 問題、引きこもり、ダブル 

ケア問題など… 

 検討テーマ３  

「いつでも地域で必要な情報を 

得ることができ、サービスが 

受けられる仕組づくり」 

 

必要なサービスや情報を得る 

～解決の入口を探す～ 

 検討テーマ２  

「利用できるサービスなどを 

確認し、地域でできる取組 

を考える」 

 

制度やサービスの隙間が生む問題 

～原因から支援策を探る～ 

 検討テーマ１  

「住民が互いに支え合い、活動に 

参加しやすい地域づくり」 

 

様々な地域単位で交流を図る 

横のつながり、仲間づくり 

～地域力の向上～ 

 

 

 

 

基本目標と各施策 取組の方向性や対応策 課題に対する検討テーマ 

○子ども 

貧困の連鎖、虐待・育児放棄、 

育児不安など… 

地域参加促進・担い手育成・ 

地域コミュニティ強化・地域 

での支え合い（自助と互助）・ 

交流の場設置・地域サロンの 

活用・活動の認知度向上 

情報提供の充実とネットワーク

研究・地域と関係機関等の情報交

換・地域住民の相談窓口・地域福

祉コーディネーターの設置・地域

企業や学校等地域資源との連携 

地域見守り体制の充実・生活 

困窮者支援（就労支援・学習支援・

住居支援）・介護予防サービスの利

用・高齢者、障がいのある方の社

会参加・狭間問題の取組 

地域が抱える様々な課題 

  

 

地域コミュニティ・町内会等活動の推進 

地域福祉教育の推進 

地域福祉推進のための人材育成 

地域活動の拠点整備 

 

 

社会福祉協議会との連携 

地域福祉課題に対するコーディネート 

福祉関連情報提供の充実 

包括的相談機能の構築 

 

 

生活困窮者発見・対策の強化 

各種福祉制度等の活用 

高齢・障がいのある方等の権利擁護推進 

高齢・障がい・児童等虐待対応 

１.地域福祉活動活性化のための 

基盤づくり 

＜地域福祉活動の活性化＞ 

２.福祉サービスを適切に利用 

できる環境づくり 

＜横断的福祉サービスの整備＞ 

３.福祉事業情報を得ることが 

できる機能の充実 

＜包括的相談体制の確立＞ 

地域共生社会の実現に向けて 

 ○高齢者 

認知症、老老介護、要介護者の増、 

孤立化、虐待など…など… 

 

 

 

○障がいのある方 

 住居問題、就労不足、支援者不足、 

 障がいのある方への理解など… 
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第３章 提言書のとりまとめ 

１ 提言書のとりまとめにあたって 

第６・７回の市民会議では、市長に提出する提言書について検討し、とりまとめを行いました。 

 

２ 提言書 

提言書は、令和元年 11 月５日（火）に市民会議会長の信太 雅洋 氏、副会長の松本 重夫 氏に 

より、市長へ手渡されました。 

提言書の内容については、次のとおりです。 

 

（１）提言書の策定にあたって 

（２）第３期千歳市地域福祉計画の評価・検証 

（３）継続して解決が必要な課題と新規課題の発見 

（４）いきいきと暮らせる地域づくり 

提言１ 住民が互いに支え合い、活動に参加する地域をつくる 

提言２ 利用できるサービスなどを確認し、地域でできる取組みを考える  

提言３ いつでも地域で必要な情報を得ることができ、サービスが受けられる仕組づくり 
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（１） 提言書の策定にあたって 

近年の日本は、男女の平均寿命が８４.３歳（２０１９年７月発表）と、世界一の長寿大国となり

ましたが、４人に１人が高齢者、という超高齢社会でもあります。また、一方で少子化・人口減少

という大きな課題もあり、社会・経済存続の維持も危ぶまれているところです。国では、「地域の

力」の強化によりその危機を乗り越えるとし、地方創生や、一億総活躍社会の実現に向けた取組を

すすめることとしています。 

千歳市は道内で最も平均年齢が若く、人口増加を続けている街ですが、高齢化率は上昇傾向にあ

り、今後、ますます高齢者や認知症の方などが増えることが予測されます。そのような中、世代や

性別、心身の障がいの有無などに関係なく、すべての人がともに協力し合い、地域で楽しく、自分

らしい生活ができる社会をつくることが求められています。 

しかし、現実的には、近隣関係の希薄化、町内会の加入率・参加率低下や見守り隊の人材不足の

ほか、孤独化や孤立化、高齢者や引きこもりの人と要介護者が同居する問題など、地域が抱える課

題は多様化かつ、深刻化しています。地域福祉の考え方では、これらの問題に対し、基本的な福祉

ニーズは公的な福祉サービスで対応し、制度の狭間となる生活的福祉ニーズには、地域の住民一人

一人が主体的に関わり、組織的に助け合うことが必要となりますが、そのための相互の連携や支援

体制の構築、施設の整備などに取り組むことが重要であります。 

地域福祉の取組は、短期間に飛躍的な効果が現れるものではなく、課題の変化に合わせて形を変

えながらも、継続して取組んでいくことに意義があり、一つ一つの実践の積み重ねによって少しず

つ形成されるものであることから、この提言書により、千歳市が目指す市民一人一人が、自分らし

く充実した生活を送ることができるまちづくりにつながるよう、願うものです。 
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（２）第３期千歳市福祉計画の評価・検証 

第３期の計画は、基本理念を『あったかみのあるまち「ちとせ」』とし、計画目標として３項目、

基本目標として６項目、基本施策として１１項目を掲げ、個別施策として全２８項目が策定されて

います。今回、この２８項目に該当する具体的事業の進捗状況について、所管する各担当部署に確

認し、第３期計画の評価・検証を行いました。 

確認方法としては、各事業ごとに「進捗状況」、「課題点及び問題点」、「今後の方向性」を照会し、

最後に進捗度数（「１」施策に対する具体的取組がないもの。「２」施策取組のための組織ができた

もの。「３」一部実施している。「４」概ね実施している。「５」完全に実施しており目標を達成し

ている。）を回答してもらいました（担当所管が２つ以上の場合は平均値）。 

進捗度の結果として、計画に位置づけた個別施策２８件のうち、９割を超える２６施策が「４」

以上、全施策平均でも「４.０４」という結果となり、計画目標・基本目標として掲げた方向に概ね

順調に進行しており、策定時の目的が達成しつつあるものと評価できます。 

特に、個別施策別でみると、NO.６「（仮称）ちとせ地域福祉ネットワーク会議の新設」と、NO.

１１「避難行動要支援者にかかる名簿の作成」の進捗度数が「５」となっており、取組が順調に成

果をあげているといえます。 

一方で、進捗度数が「４」未満となった事業は、２つあり、１つは個別施策 NO.９「ユニバーサ

ルデザイン・バリアフリーの推進」で、進捗度数は「３.５」でありますが、現在も事業は継続中で

あり、今後も引き続きバリアフリーに配慮した整備を計画的に進めることとしています。 

また、個別施策 NO.１６「（仮称）地域福祉コーディネーター」の研究は、進捗度「１」となっ

ていますが、その業務は、幅広い知識と豊富な経験が要求されることから、人材の確保や人選など

実際の配置に関し、容易ではないことが想定され、配置可能な形態を含め、今年度の地域福祉勉強

会等で研究テーマとして取り扱う予定となっています。 

地域福祉計画につきましては、地域共生社会の実現に向けた取組を推進する趣旨のもと、平成３

０年に社会福祉法の一部が改正され、計画に盛り込む内容が新たに示されたところでもあり、第４

期計画の実施にあたっては、各関係所管がより一層の柔軟性をもって横断的に取り組んでいくこと

が必要であると考えます。 
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（３）継続して解決が必要な課題と新規課題の発見 

※第２回千歳市民会議（7 月３日）部会からの意見集約 

  検討テーマ「地域における福祉ニーズや課題の洗い出し」 
 

地域における生活や福祉を取り巻く環境の変化と様々な問題点  

区分 分類 市民会議委員からの意見 

高齢者 
支援 

認知症高齢者・一人暮らし高齢者への支援、年金搾取問題、高齢化地域の対

応、民生委員の見守り支援負担増、運転免許返納後の支援、外出機会と公共

交通機関の充実、災害時の避難支援 

介護 要介護認定基準の見直し、介護と育児のダブルケア 

子ども 

育児・ 

子育て 

貧困の連鎖、学費の負担増、子育て世帯の低収入、保育料等の無償化につい

て、虐待・育児放棄の発見と対応、核家族化による母親の育児不安、子育て

親同士の交流不足 

子育て

環境 

児童館職員の人手不足、地域の見守り不足（孤立化）、子ども食堂の促 

進意義、子育てサービスの周知、保育士不足 

地域力 

地域・ 

町内会 

地域住民同士の関係希薄化、転入者の受入態勢、町内会未加入者の増加、町

内会活動の利点・意義の理解不足、町内会に対する無関心、住民情報の不足、

活動情報の周知方法（広報ちとせ・ホームページ・ＳＮＳ・「ちゃんと」の有

効活用）、アパート増による住民間交流不足、若い世代の参加不足、高齢者と

若い世代のコミュニケーション不足、町内会・地域紹介マップ作製の必要性、

町内会役員のなり手不足、見守り隊のなり手不足、要支援者情報の不足、オ

レオレ詐欺対策セミナーの実施、地域版寺子屋の促進、地域清掃活動の徹底、

公園の管理・点検、インフォーマルサービスの周知不足とその改善方法、老

人２人暮らしと単身高齢者の増加、児童数の減少、外国人居住者の増加、個

人情報開示・共有の難しさ、集会場の不足 

防犯・ 

災害時 

災害時対応、避難訓練、空き家等危険個所の対策、外国人に対する対応、自

衛官の災害時のノウハウ有効活用 

障がいの

ある方 

保護・ 

支援 

障がいのある方の親の高齢化、発達障がいの方の就労支援、障がいのある方

と住民のコミュニケーション、障がい児の進路、災害・非常時の情報伝達・

避難・対応、児童・障がいのある方・要介護者の共生型社会の実現 災害 

制度の 

狭間 

介護・ 

引きこもり 

8050 問題、中年・高齢者の引きこもり、高齢の親と 40～50 代の引きこもり

就労支援、社会参加への方法 

住環境 空き家 空き家の増加（周辺環境悪化）、保証人の手配が困難  

行政 相談 市役所の相談窓口が不明 

人材 
人材 

不足 

除雪支援者が少ない、介護職（ヘルパー）人材の確保、介護職員不足、 

福祉サービス側の人材不足、福祉教育の促進 

交通・ 

インフラ  

バス・ 

買い物 

バスの本数が少ない、街までの移動が大変、近隣に店が不足、買物時の荷物

運搬が大変、バスのステップが高い。 
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（４）いきいきと暮らせる地域づくり  

 提言１ 住民が互いに支え合い、活動に参加する地域をつくる 

地域福祉を取り巻く状況は、常に変化し続けています。 

地域では、少子高齢化などによる核家族化や単身世帯の増加の影響などから、ご近所つき合いは

減少し、「近隣のことが良くわからない」という住民が増えました。 

そして、町内会加入率や地域行事の参加率が低下するなど、地域づくりに必要な住民同士の連帯

感が希薄化しただけではなく、地域交流に対する無関心・無頓着といった課題も表面化しています。

「第 4 期千歳市地域福祉計画策定のための市民アンケート」（以下市民アンケート）調査からも、

地域の「活動に参加していない」、と答えた住民は過半数を超えていましたが、その一方で、「社会

や地域の一員として役に立ちたい」、と思う住民もまた、全体の半数以上いることもわかりました

（「まあ思う」を含む）。 

地域福祉を推進するには、福祉課題や活動を他人事とせず、誰もが自分のこととして捉えられる

ようになることが必要です。最初は気軽に楽しく参加できる住民活動から始め、一人でも多くの仲

間を増やし、共通課題に取り組むことが必要です。 

  

（１）地域活動の大切さについて伝え、すべての人が福祉課題や活動に取り組む 

地域共生社会の実現のため、市民が地域で暮らしやすい環境をつくるために活動することが重要

です。 

地域づくりのためには、住民一人一人が出来ることに参加し、みんなで持てる力を集結して、と

もに目的の実現のため相互に連携・分担して取り組むことが必要です。 

それに向けた活動として、まずは地域力アップに欠かせない、仲間づくりについて考えます。多

くの人が参加できる「きっかけ」は楽しめる活動の中にあることから、地域住人が、気軽に参加し

てもらえるように工夫したイベントなどを実施し、できるだけ多くの方に来てもらい、地域活動に

ついて認識してもらうことが必要です。 

さらに、イベント活動のほかにも、高齢・介護者などの定期的安否確認や、災害時避難困難者へ

の支援計画作成・避難訓練、簡易な困りごと対応といった活動を実践し、地域活動の大切さを伝え

ます。 

将来を担う子どもたちに対し、道徳的意識や価値観を育成するため、インフォーマルサービスや

ボランティアなど福祉及び地域活動の大切さを伝えるとともに、精神・身体・知的など障がいのこ

とについて改めて知る機会を作り、偏見や差別を無くし、同じ地域の仲間であることを伝えること

が重要です。 

また、地域には様々な住民が住んでいますが、これまで中心となってきた人たちだけではなく、

高齢者や障がいのある人などの能力を把握し、それを活かすことを考えるなど、「支援する側」と

「支援される側」といった概念を取り除き、すべての人が活躍できる地域づくりが必要です。 
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（２）地域づくりのための後継者育成と交流・居場所作りのための環境整備 

より多くの参加者を集め、様々な活動を活発にするには、指導者を育てるとともに、拠点・居場

所を確保することが必要です。特に、地域におけるサークル活動や、町内会などのグループ活動に

おいては、将来に向けた後継者となる若い世代の参加を促進し、地域全体で育成するための取組を

考えることが重要です。 

継続した参加を促すためには、参加のメリット・デメリットだけではなく、住民の手に 

よる地域のつながりの大切さや意義を伝えることが必要であり、また、仕事や子育てなどで行事

や会議に参加できない若年世帯のために、情報の共有と交流機能の拡大に有効なＳＮＳネットワー

クなどを活用し、知りたい情報をスムーズに提供し、参加しやすくすることが必要です。 

千歳市には、地域の特性から、福祉・青少年育成・子育て分野など、それぞれに知識・経験豊富

な人材がいます。 

それらの人々を地域から発掘し、長所を活かせるように周りの人々が協力し、誰かに強制される

のではなく経験を積みながら自覚を持ち自発的に活動していくようにすることで、組織として人を

育てることが必要であり、指導者を育てるためには、指導者候補と複数の協力者の候補を選出し、

経験豊富なベテランのサポートにより活動を進め、将来的に地域をまとめていく人物と、その支援

者を育成する取組が重要です。 

また、住民が積極的に地域福祉活動を続けていくためには、拠点となる場所が必要であり、気軽

に集まることのできる町内会館やコミセンなどの公共施設のほか、使用されていない事業所や空き

店舗を活用するなど、各関係機関・団体・事業者と連携し、場所の確保・調整及び整備をすること

が求められます。 
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提言２ 利用できるサービスなどを確認し、地域でできる取組を考える 

公的な制度やサービスの対象にならない課題には、地域の力を活用することが必要です。 

現在の公的サービスは分野ごとに整備され、児童福祉や高齢者福祉、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問題は複雑化し、制度やサービスの対象には至らない部分

の日常的支援が不足していたり、利用したいと思うサービスそのものが存在しない場合があります。 

これらの課題に対しては、基本的な福祉ニーズは公的な福祉サービスで対応しつつ、日常生活的

ニーズには外部からのボランティアやＮＰＯ団体など、インフォーマルサービスでの支援のほか、

生活や福祉に関する団体の支援員と地域住人が連携し、情報提供や見守り活動をするなど、地域に

係るすべての人が協力し合う、いわゆる公助・共助、自助と互助の力で取り組むことが必要です。 

 

（１）地域で生活する人たちが、相互に思いやり、ともに助け合あう仕組づくり 

地域をひとつの集合体として考え、地域にある資源を最大限活用し、協力者を増やすことが重要

です。 

住民や公共機関のほか、「事業所や企業」もその一つと考え、互いに地域の一員として福祉課題

の解決に協力を求めることが必要です。 

町内会、ＰＴＡ、民生委員児童委員などの各地域単位のなかで、子どもからお年寄りまで、見守

り活動が行われている中、その課題である人材の確保に関し、ボランティアの協力を得るほか、イ

ンフォーマルサービスの活用も地域力の一つとして考えます。 

普段から地域を回る宅配業者や、食品・燃料店の配達員、商業施設の店員などは住民でなくても

普段から地域に密着し、そこで生活する住民を知る人たちだからこそ、協力し合うことができます。 

そういった連携体制によって、普段散歩している人を最近見かけない、家に籠りがちになってお

り、以前はできていた部屋の掃除や食事などの日常生活ができなくなっている、といった小さな変

化に気づくことができ、地域の福祉担当者や、関係機関等に情報提供が可能になります。隣人・町

内会や福祉に関する担当者ではなくても、第３・第４の協力者として温かく住民を見守ることがで

きます。 

行き場がなく外出もできず、１人で家で過ごすことが多くなると、誰にも知られずますます孤立

し悪循環になります。地域の中で年齢や生活環境に関係なく、いつでも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、そこに集まる人同士が、初めて会う住民に

も思いやりをもって、声をかけ合える地域づくりが必要です。 
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（２）住民と支援者がつながる地域福祉の実現に向けて 

一般的に個人情報やプライバシーの保護が重視されている中、公的機関内であっても情報の取扱

いは厳守されています。また、市民の情報管理に対する意識も高いことから、地域で近隣同士の関

係性をつくることが難しい事案が増えています。市民アンケートをみると、他人の手助けを受けた

いと思わない、という人たちが全体の半数以上おり、プライバシー保護の問題や、人に気を使いた

くない、他人の世話になりたくない、といった回答がありました。 

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

は、日ごろから地域で情報をキャッチするアンテナ役となる人の存在がポイントとなります。周囲

による「善意の気配り」で、異常に気づくアンテナを張り巡らせることが必要です。「誰も知らな

い」、「気が付かない」という人を無くし、孤立化・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。 

そのために、介護や障がい、子育て、日常生活、住環境など分野を問わず、地域からの困りごと

を総合的に受ける専門相談員が必要であり、積極的に住民に寄り添った気配り・見守りを行い、必

要な情報を提供し、自助・公助・互助・共助のあらゆる手段を活用するよう助言します。問題が解

決できない場合には、課題を整理し、各専門機関・団体・行政などに繋ぎ、複数体制で制度やサー

ビスの利用について検討したうえで、横断的かつ包括的に問題に取組み、解決に導く方法を考案す

る役割を担います。 

住民が地域で安心して自分らしく生活できるよう、また、地域の実情に即した支援活動ができる

よう、地域福祉相談専門職の実現に向けて、関係機関や団体と協議を深めることが必要です。 
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 提言３ いつでも地域で必要な情報を得ることができ、サービスが受けられる仕組づくり 

地域からの要望であげられる悩みの多くの一つに、「欲しい情報はどこで手に入るのか」、「誰に

聞いたらいいのかわからない」、などのほか、「そもそも情報は提供されているのか」、といった意

見があります。市民アンケートの結果をみても、「市からの情報提供は充実していると思う」、とし

た回答が半数あった反面、「思わない」とした回答も全体の４分の１を占めており、その理由とし

て「情報が入ってこない」、「サービスの内容がわからない」、とするものがありました。 

また、市のホームページなどインターネットから入手できる情報だけでなく、いわゆる情報弱者

に対する情報発信の方法を工夫することが必要です。 

福祉ニーズの多様化とともに、様々な制度やサービスが増え、内容も充実しましたが、その反面

で必要な情報の入手方法や、複雑化する内容とそれに伴う最適なサービスの選択が難しい、相談先

はどこか、など、利用者からの疑問や不満が出ないような情報発信・相談対応については、まだ不

十分であり、改善が必要であると思われます。 

高齢者、障がいのある方、夫婦共働き家庭など、生活・活動スタイルの違いにより、普段から相

談や情報収集をする機会が限定される住民もいるなかで、誰もが迷うことなくスムーズに情報を入

手でき、目的の福祉サービスの提供につながるような仕組づくりが必要です。 

また、地域が抱える複雑化した課題のなかで、一事業所では対応が困難な事例に対し、行政・専

門事業所・機関・団体などが連携するネットワーク体制を構築し、対象者への利用可能な福祉サー

ビス情報の提供方法など、適正な対処を図るための取組が必要です。 
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（１）各種情報の提供・共有の工夫を図り、利用者が必要なサービスを選択する 

地域において、福祉分野を含む様々な情報の発信については、対象者の年齢層や職業、さらには

生活様式や情報入手方法などがそれぞれ違うことを念頭に置き、福祉関連情報に加えて、地域行事

や防災・防犯関連など、受け手側のニーズに合わせた情報をより多くの住人に広く周知することが

必要です。 

従前のインターネットによる情報発信や、各種福祉サービス総合ガイドなどについては、これま

で同様、掲載する内容の充実を図ることや、情報の見やすさ・探しやすさの見直しが必要であると

思われます。 

また、若年世代に対しては、ＳＮＳなど双方向からの情報発信・収集が簡単に可能になる形態を

検討するとともに、誰もが同じ情報を同時に共有できることを活用し、必要な時に必要な情報を得

られる仕組づくりに重点を置いて、取り組むことが大切です。 

一方で、パソコンやスマートフォンを保有していなくても、市の情報や、防災・防犯、生活・健

康面など様々な制度やサービスなどについて情報収集ができるよう、広域的な放送機能構築の可能

性についても研究が必要と思われます。 

また、それ以外の情報発信の手段として、これまで行ってきた、市や町内会などでの広報紙配布

の継続と内容の充実を図るとともに、民間地域情報誌の活用拡大や、公共施設及び医療機関の館内

モニターなど映像設備活用の可能性を探るほか、障がい者支援組織や市内教育機関・商業施設との

連携・協力による地域資源を活用することも必要です。 

 

（２）課題に対して適正なアドバイスを受け、地域で生き生きと生活する 

複雑化する課題を抱える住民が、必要な知識・情報を入手し、制度やサービスを受けながら、住

み慣れた地域で生き生きと生活するための仕組が必要です。 

地域での課題に関する相談内容は、児童・高齢・障がい・介護・日常生活・健康など、多岐に渡

るものも多く、中には複数の関連機関や団体などの間で横断的になる場合もあり、一元化された相

談対応ができないと、住民は時間と手間をかけ、窓口で別々に相談したうえ、結果的にどうしたら

よいかわからなくなるという問題があります。 

制度の狭間問題のような、複合的な相談に対応するため、相談窓口機能を充実させ、各分野の知

識と実践事例から、利用可能な制度やサービス及び、対応する機関の情報を提供するなど、適正な

解決方法を選択し、速やかに相談者にアドバイス・提示できるような仕組づくりに取り組むことが

重要です。 
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（資料）ちとせ地域福祉市民会議設置要綱 

                    

（設置） 
第１条 第４期千歳市地域福祉計画（以下この条において「計画」という。）の策定にあたり、現行の
第３期千歳市地域福祉計画（以下次条において「現行計画」という。）の評価、検証等を行うととも
に、地域における福祉サービスの適切な利用の推進や社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関す
る事項について、市民の要望及び意見を計画に反映するため、ちとせ地域福祉市民会議（以下「市民
会議」という。）を設置する。 

 
（所掌事務） 

第２条 市民会議は、現行計画の評価、検証等を行い、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107
条に基づく地域福祉の在り方等について討議し、その結果を市長に提言する。 

 
（委員） 

第３条 市民会議は、次に掲げる委員 20 人以内をもって組織する。 
（１）市民から公募する者  ５人程度 
（２）福祉関係団体等から推薦を受けた者  15 人程度 
２ 前項第１号の委員は、16 歳以上の市内居住者で市の地域福祉に関心があり、継続して参加できる者
とする。 

３ 委員の任期は前条の提言が終了したときまでとする。 
４ 委員に対する報酬は、支給しない。 
 
（会長及び副会長） 

第４条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を
代理する。 

４ 市民会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 
 
（部会） 

第５条 市民会議は、所管する具体的事項について検討するため、部会を置くことができる。 
２ 部会は、市民会議の委員のうちから会長が指名する委員をもって組織する。 
３ 部会に座長及び副座長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。 
４ 座長及び副座長の職務については、前条第２項から第４項までの規定を準用する。 
５ 座長は、部会における協議の状況及び結果を市民会議に報告する。 
 
（意見の聴取等） 

第６条 市民会議及び部会は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見もしくは説明
を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 
（庶務） 

第７条 市民会議及び部会の事務局は、福祉課において行う。 
２ 事務局は、市民会議の資料、情報等を提供し、及び必要に応じて担当職員を派遣し、又は外部アド
バイザーを招へいする。 

 
（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、市民会議に関し必要な事項は、会長が定める。 
 
 

附 則 
  この要綱は、平成 31 年４月 22 日から施行する。 

 


