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○在任期間としては、１期目の委員が最も多く約３割を占めています。なお、実際の委員数の

状況としては、１期目 36.5%（45 人）と最も多く、全道、全国と比較しても、１期目の    

委員の割合が高めであると言えます。また、５期目以上の委員の割合は、ほぼ３割を占めて

おり、全道、全国と比較して経験豊富な委員の割合が高い状況にあります。 

○就労状況としては、就労していない方が最も多く、約半数を占めています。 

< 就労状況 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆モニター調査の結果と比較すると、時点は違いますが、本市では若干、就労している方の   

割合が高い状況です。 

 

 

■ 委員活動について 

○100～199 世帯を受け持つ委員が最も多く、全体の約４割を占めています。また、モニター 

調査と比較すると、全国と比較して 200 世帯以上を受け持つ委員の割合が低い状況にあり 

ます。 

< 受け持ちの世帯数 > 
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○支援を行っている世帯数は、４世帯以下が最も多く約６割を占めています。 

< 支援を行っている世帯数 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区域担当民生委員（主任児童委員以外）のみで比較 

 

◆モニター調査と単純に比較すると、４世帯以下である委員の割合が４～５倍という状況に 

あります。 

 

○民生委員・児童委員の役割や活動について知っているのは、住民全体のうち、１割以上３割

未満だと考える委員が最も多く 35.1%を占めています。モニター調査と比較すると、３割  

以上と答えた委員は、北海道、全国と比べると多くなっています。また、自分がその地区の

担当委員だと知っている住民の割合についての認識は、北海道、全国とほぼ同程度となって

います。 

< 民生委員・児童委員の役割や活動の認知度（住民全体）> 

 

 

 

 

 

 

 

< 民生委員・児童委員の役割や活動の認知度（担当地区）> 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稚内市

北海道

全 国

７割以上 5割以上7割未満 3割以上５割未満 1割以上3割未満 1割未満 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稚内市

北海道

全 国

７割以上 5割以上7割未満 3割以上５割未満 1割以上3割未満 1割未満 無回答
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○活動を応援してくれる住民の人数は、10 人以上である委員が全体の６割を超えています。 

< 活動を応援してくれる住民の人数 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆モニター調査では、北海道、全国では 10 人以上であると答えた委員が３割程度にとどまっ

ており、本市では、活動を応援してくれる住民がたくさんいると認識している委員の割合が

高い状況となっています。 

 

〇委員活動に負担を感じている人は、全体の５割強となっています。また、その悩みや苦労に

ついて感じる要因は、北海道、全国と比較して大きな差異はありませんでした。 

< 委員活動への負担感 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇活動にやりがいや使命感を感じる人は、全体の７割近くに達しており、それを感じるとき 

として、①支援した人に喜ばれたとき、②福祉についての自分自身の理解が深まったとき、

③民生委員同士で仲間ができたとき、をあげた人が、各々３割以上になっています。 

 

< 活動にやりがいや使命感を感じるか > 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

稚内市

北海道

全 国

50人以上 30～49人 20～29人 10～19人 9人以下 無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

強く感じる

感じる

あまり感じない

感じない

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

強く感じる

感じる

あまり感じない

感じない

無回答
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< やりがいや使命感を感じるとき > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇民生委員・児童委員になったことを良かったと答えた人は全体の７割近く、後悔していると

答えた人は１割強にとどまっています。 

 

< 民生委員・児童委員になったことを、どう感じているか > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆後悔していると答えた人の半数は１期目であり、８割近くが「プライバシーにどこまで踏み

込んでいいのか戸惑う」を悩みにあげており、「仕事との両立の難しさ」や、「支援を必要と

している人がどこにいるのかわからない」等の悩みを持つ人が各々３割以上を占めています。

１期目の委員は、手探り状態で活動を行っているため、特に新任委員等においては、自身の

力量を高めるための研修ニーズもあることもうかがわれます。  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

とても良かった

良かった

どちらともいえない

少し後悔している

とても後悔している

無回答

稚内市 北海道 全 国

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

支援した人に喜ばれたとき・感謝されたとき

福祉についての自分自身の理解が深まったとき

民生委員同士で仲間ができたとき

その人（世帯）が抱える課題（困りごと）が解決したとき

自分自身が成長できたと感じたとき

要支援者から頼りにされたとき

地域についての自分自身の理解が深まったとき

活動を応援してくれる住民が増えたとき

後輩の民生委員が頼りにしてくれたとき

その他
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〇今後、さらに活動を充実させていくことに必要な条件については、「支援に必要な個人情報

の開示や共有」をあげた人が最も高く、「福祉の制度の知識や情報に関する研修の充実」とと

もに、それぞれが４割を超えています。 

 

< 今後、さらに活動を充実させていくことに必要な条件 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆個人情報の提供については、個人情報保護に関する社会的な意識の高まりが背景にあります

が、住民の福祉のために行う委員活動に必要な情報（提供している４情報＝住所・氏名・  

年齢・性別以外で必要なもの）について、その範囲や管理の方法など、協議を進めていく  

必要があると思われます。 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

支援に必要な個人情報の開示や共有

福祉の制度の知識や情報に関する研修の充実

民生委員・児童委員に対する地域住民の理解促進、活動への協力

支援方法や援助技術に関する研修の充実

地域の他活動（町内会・学校など）との

情報共有のためのネットワークや場づくり

行政のバックアップ機能の強化

専門機関・専門職との情報共有のためのネットワークや場づくり

委員の増加による一人当たりの受け持ち世帯の低減

単位（地区）民児協内での委員同士の協力体制

社会福祉協議会のバックアップ機能の強化

会議や研修などの時間の短縮

配布物や調査などの協力依頼事項の負担軽減

自分の家族の理解や協力

活動に伴う経済的負担に対する支援

自分の就労環境（勤務時間など）が変わること

その他

特にない
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〇責任感を持ち活動していく上で重要だと考えているのは、「行政・関係機関との信頼やつな

がりがあること」が６割強、「担当区域を持って活動すること」が５割強となっています。 

〇モニター調査と比較すると、北海道、全国ともに「守秘義務があること」が最も多く７割  

近くを占めていますが、本市では５％程度にとどまるなど、北海道や全国と大きく異なって

います。 

 

< 責任感を持ち活動していく上で重要なこと > 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

行政・関係機関との信頼やつながりがあること

担当区域をもって活動すること

厚生労働大臣が委嘱する職であること

守秘義務があること

特別職の地方公務員であること

児童委員を兼ねていること

給与の支給がないボランティアであること

その他

稚内市 北海道 全 国
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〇連携機関については、「連携している」「どちらかと言えば連携している」と回答した割合が

最も高かったのは稚内市民生児童委員連絡協議会の事務局がある社会福祉協議会であり  

９割以上が、次いで小中高校、市長寿あんしん課、自治会・町内会、地域包括支援センター、

市社会福祉課について、７割を超えた委員が連携していると回答しています。 

< 連携機関 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社会福祉協議会

小学校・中学校・高校

稚内市長寿あんしん課

自治会・町内会

地域包括支援センター（高齢者総合相談）

稚内市社会福祉課

福祉委員

稚内市こども課

生活困窮者相談窓口

老人クラブ

稚内市健康づくり課

介護保険サービス事業所・施設

保育所・幼稚園

障がい者サービス事業所・施設

基幹型相談支援センター（障がい者総合相談）

PTA・子ども会

病院・医療機関

ボランティア団体・NPO法人

商店・企業

各種当事者組織（家族会など）

連携している どちらかと言えば連携している
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〇委員活動の中で、今後、対応していく必要があると感じている事項については、６割以上が

「高齢独居・高齢夫婦世帯の社会的孤立の防止」「地域で支援を必要としている人の把握や

関係機関との連携」をあげており、続いて「認知症の人やその家族への支援」「高齢独居・ 

高齢夫婦世帯への日常生活の支援（買い物、ゴミ出し等）」、「地域住民の支え合いに向けた 

意識づくり」の各項目でほぼ５割が必要あると感じています。 

< 今後、対応していく必要があると感じている事項 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高齢独居、高齢夫婦世帯、認知症などに対する意識が高いとともに、地域で支援を必要と  

する人の把握や、地域住民の支え合いに向けた意識づくりが必要だと感じており、後述の 

【地域の中での支え合いについて問 24】で「福祉や地域のことは、行政も住民も協力し   

合い、ともに取り組むべきである」と応えた６割近くと一致し、民生委員・児童委員は、   

地域福祉に対しての意識が高いことがうかがえます。 

 

〇担当区域内に、「引きこもり」等で悩んでいると思われる世帯を持つ委員の数から推測する

と、委員が知りうる範囲だけでも 20 世帯近くはあると思われます。 

< 「引きこもり」等で悩んでいると思われる世帯 > 

 

 

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

高齢独居・高齢夫婦世帯の社会的孤立の防止

地域で支援を必要としている人の把握や関係機関との連携

認知症の人やその家族への支援

高齢独居・高齢夫婦世帯への日常生活の支援（買い物、ゴミ出し等）

地域住民の支え合いに向けた意識づくり

支援が必要な人と専門機関とのつなぎ

災害弱者への災害時の避難などに関する支援

地域福祉の担い手の確保と育成

障がいのある人の地域生活支援

サロンなど地域で集える場づくり

高齢者や児童、障がい者等の虐待防止に向けた取組み

地域福祉活動に関する周知・啓発

高齢者や障がいのある人の消費者被害の防止

生活困窮者の自立支援

引きこもりの人の社会復帰への支援

子育て世帯への支援

障がい者の差別解消に向けた取組み

権利擁護に関する取組み

特にない・わからない

その他

0 10 20 30 40 50 60 70

1世帯

2世帯

3世帯

4世帯

5世帯以上

いない・わからない
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■ 地域の中での「支え合い」について 

○地域で困っている人がいた場合の手助けについて、「してあげた」「してあげたいと思う」を

合わせると「安否の声かけ」が最も多く、ほぼ全員となっています。続いて「話し相手や   

相談相手」が約９割、「具合が良くないとき、病院等への連絡」「災害や緊急時の避難の   

手助け」「ちょっとした買い物やゴミ出し」の各項目が６割を超えています。 

〇同じ問に対する回答を、市民アンケートと比較した場合、いずれの項目も民生委員・児童委

員の方が高く、支援についてかなり積極的な意識を持っていることがわかります。 

< 地域で困っている人がいた場合の手助け > 
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～ 民生委員と市民の回答の比較 ～          「してあげた経験あり」+「してあげたいと思う」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇住民同士の支え合いにつながる協力関係を築くために必要だと思うことについては、「町内

会・自治会が中心となって交流活動を進めること」「自ら進んで日頃から住民同士のつなが

りを持つよう心がけること」「地域の人が気軽に集まる場所や地域活動の拠点となる場を 

作ること」がいずれも６割を超えています。 

< 地域で困っている人がいた場合の手助け > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%

町内会・自治会が中心となって交流活動を進めること

自ら進んで日頃から住民同士のつながりを持つよう心がけること

地域の人が気軽に集まる場所や地域活動の拠点となる場を作ること

地域活動に関する具体的な情報を広く紹介すること

地域活動を担う、リーダーとなる人材を育成すること

行政や社会福祉協議会が、地域活動への支援やコーディネートすること

地域の企業や団体などへ、地域活動への参加を呼びかけること

ボランティア団体やNPO（特定非営利法人）の活動を活発にすること

わからない

その他

民生委員 一般市民
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◆市民向けアンケートでは、これら３項目はいずれも３～４割程度で、民生委員・児童委員は  

市民と比較して２倍ほどとなっており、支え合いの活動の必要性を感じていることがうか 

がえます。 

 

○誰もが住み慣れた地域で安心して生活していくために必要な「福祉」の取組については、   

「住民が共に支え合い、助け合える地域づくりの推進」と回答した人が約５割を占めており、  

「在宅福祉サービスの充実」「気軽に集まれる場の充実」「身近な相談窓口の充実」「地域  

活動を担う人材の育成」がいずれも３割を超えています。 

< 地域で安心して生活していくために必要な取組 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆上記については、いずれも地域福祉を進める上で重要な項目です。 
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○これからの地域福祉を担う主体としては、「行政も住民も協力しあい、ともに取り組むべき」

と回答した人が約６割で、「地域の人が協力し、住みやすい地域にしていきたい」と答えた人

と合わせると８割を超える人が地域での支え合いが重要だと考えており、「行政がしっかり

と面倒をみるべきである」は 6.5%となっています。 

〇市民向けアンケートでは、「行政も住民も協力しあい、ともに取り組むべき」と「自分で   

できることは自分でやっていきたい」という考えを示す人がともに３割強であり、民生委員・

児童委員は、より地域福祉に対する意識が高いことがうかがえます。 

 

< これからの地域福祉を担う主体 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆民生委員・児童委員は、より地域福祉に対する意識が高く、退任後も地域活動の中で支え  

合いの活動に中心的に関わっている人も少なくありません。退任委員も含めて、地域の中 

での支え合いの担い手として活躍してもらうことが期待されます。 

 

■ その他（自由記述） 

○民生委員・児童委員活動に関する自由意見では、「日頃の活動で心がけていること、また  

委員活動に対する前向きな思い」についての記述が最も多く、次いで「民生委員のなり手  

不足」を懸念する記述が多くなっています。 

〇地域での支え合いに関する記述では、「町内会」に関する記述が最も多く、連携や理解の  

重要性についての意見、次いでサロンや茶話会の開催、気軽に集える場所に関する記述が 

多くありました。また、少数ながら発達障がいやひきこもりへの支援に関する記述がみられ

ました。 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

福祉や地域のことは、行政も住民も協力しあい、ともに取り組むべきである

地域の人が互いに協力し、住みやすい地域にしていきたい

できるだけ人に頼らず、自分でできることは自分でやっていきたい

福祉や地域のことは、行政がしっかりと面倒をみるべきである

未回答

その他

特に必要なことはない

民生委員・児童委員 市民アンケート
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（３）地域福祉ワークショップ 

① ワークショップの概要 

■ 調査の目的 

身近な地域で「地域にはどういう困りごとを抱えている人がいるのか」「どうしたら、その人

らしく幸せに生活していけるのか」を一緒に考え、出していただいた意見（アイディア）を  

本計画の策定に生かすべく、市内の各地域でワークショップを開催しました。 

 

■ 開催地域等 

下表のとおり、民生児童委員協議会の地区割りごとに、６地区で延べ 180 人に参加いただい

て実施しました。 

対象地域 開催日 時間 場所 参加者数 

天北地区 10 月 5 日（金） 13:30～ 沼川みのり公園 27 人 

中央地区 10 月 12 日（金） 18:30～ 稚内市役所 18 人 

北地区 10 月 15 日（月） 18:30～ 総合福祉センター 38 人 

南地区 10 月 16 日（火） 18:30～ 南地区活動拠点センター 37 人 

東地区 10 月 17 日（水） 18:30～ 風～るわっかない 43 人 

宗谷地区 11 月 11 日（日） 13:30～ 宗谷岬会館 17 人 

 

 

② ワークショップからみた主な課題やご意見等 

■ 地域の課題 

各地区で共通してあがったのが、時代の変遷や家族構成の変化等に伴い、「地域の関わりが

希薄になっている。」という声でした。地区によって程度の差は多少あるものの、ご近所同士の

会話が減ったり、地域のイベントも下火になったりという状況の中、近くで生活に不便を抱え

ている人がいても、それに気づけなかったり、気づいても声かけをためらったりするという話

が聞かれました。 

地域での困りごととしては、高齢者（特に独居の方）の生活に関すること、特に、買い物や

通院などの外出に係る不便さが、どの地区でもあげられました。また、子育ての悩み、障がい

のある方の生活、ひきこもりの方への関わり方などがあげられましたが、やはり高齢者に関す

る困りごとが大きな割合を占めました。 

ワークショップの中では、実際に抱えている多くの課題があげられるとともに、悩みを抱え

ている人の側から「誰に相談・お願いしたらよいかわからない。」との声が、また逆に「できる

範囲で手助けしたいと考えるが、そもそも誰がどんな悩みを抱えているかわからない。」、  

「良かれと思い手助けをしたつもりだったが、迷惑がられた。」などの声が聞かれました。  

地域で暮らす人それぞれが、地域での支え合いが必要だと感じている一方で、まだ具体的な 

支援には結びついていない現状が垣間見られました。  
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■ 今後に向けた意見やアイディア 

今後、これまでにもまして、地域での支え合いが必要であるという思いが、皆さんの中に  

共通してあり、そのために何ができるかという点を中心に意見交換が行われていました。  

“地域力”“コミュニティ 力
りょく

”などと表現されていましたが、まずは、地域で暮らす人それ   

ぞれが自分の地域（住んでいる人、課題点）を知り、何か困りごとがあったら互いに相談でき

る、何か困りごとがないか確認し合えるような地域コミュニティの中で強いつながりをつくる

ための手段について、アイディアが出されました。 

・日頃からの声かけ等によるコミュニケーションの向上 

・地域カフェやサロンなど、年齢や職業等にかかわらず多くの人が集える場の創設 

・昔ながらの地域行事を継続し、楽しく集えるための工夫 

など 

このほか、官民問わず既存のサービスなどに関する“情報の共有”などがキーワードとして 

あがったほか、個別の困りごとの解決手段として、いわゆる買い物難民等の解消のための  

「乗り合いバス・タクシー」や世代を超えた入居者が役割分担をしながら地域で暮らす「シェ

アハウス」などのアイディアが出されました。 

また、有償ボランティアによる除雪や支え合いの活動についても、複数のグループから意見

がありました。 

このワークショップに参加いただいた皆さんから、「地域の人が集まってこういった話を 

すること、それこそがいま本当に必要なことだ。」といった、継続した開催を求める声を多く 

いただきました。一人ひとりが考えていることを共有し、気軽に話し合える場づくりが望まれ

ていると思われます。 

（４）関係者へのグループインタビュー等 

① 稚内地区保護司会会員 

■ 開催の目的 

計画策定にあたり、新たに再犯を防止するための視点を盛り込むため、更正を目指す人のサ

ポートを行っている保護司の皆さんの意見を聴くために開催しました。 

■ 開催の概要 

開催日 時間 場所 人数 備考 

10 月 18 日（木） 10:00～ 市長会議室 ５人 
保護司４名（保護観察ケース持つ人） 
旭川保護観察所 稚内駐在官事務所  
保護観察官 

■ 主な発言 

  〇一般的に犯罪者と聞くと、怖いというイメージがある。どちらかと言えば極悪な犯罪者の

ようなイメージと直結してしまうかもしれないが、実際には窃盗事件などのケースが多い。 

  〇初めて担当する時、関わるケースについてどんな人物なのか身構えたが、実際には普通の

人間であり、恐ろしいという感じは受けていない。 
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  〇やはり、一般的には、犯罪者イコール怖ろしい、だから関わりたくないという構図が出来

上がっているので、偏見を払しょくする意味で、地道な啓発活動などが必要ではないか。 

  〇子どもの頃からの家庭環境も大きいと思われる。家庭内のコミュニケーションが不足する

と問題である。また、逆に過干渉の場合も影響がある。 

  〇再犯防止ということは、犯罪がないまちづくりと直結している。そもそも地域の中で犯罪

がないまちを目指すことが必要なのではないか。 

  〇どういう人の再犯率が低いかといえば、無期懲役で仮釈放された人。やはり、何かあれば

もう二度と社会に出ることができないと覚悟しているからなのか。 

  〇保護観察中は、保護司がサポートできるが、期間が終了した以降にサポートできる体制が

ない。 

  〇全国的にみて、保護司の定員割れが続く中、本市では定員 100％を上回っている状況だ。

今後とも、この率を維持する、定員割れを起こさないように努めていくということは、一

つの取組として入れられるのではないか。 

  〇生活保護が必要な場合もあるが、日ごろから担当部署との連携（関係）が出来ていると、

スムーズに支援しやすい。市役所や病院などの関係機関と、日常的な交流があることが望

ましい。 

② 介護給付費等支給審査会委員 

■ 開催の目的 

計画策定の参考とするため、専門職（社会福祉士）である各委員に、障がい者サービスの相

談業務等に係る中で日ごろ感じていることや、地域の課題に対する意見を聴くために開催しま

した。 

■ 開催の概要 

開催日 時間 場所 人数 

10 月 26 日（金） 18:30～ 市民相談室 ５人 

■ 主な発言 

  〇社会福祉法人に求められている地域貢献について、国も単独での地域貢献事業が難しけれ

ば、他の法人と連携して実施するという方法も示しており、法人間の連携で取り組む方法

もある。 

  〇介護と障がいのダブルケア世帯の対応について、事業所側は連携が図れているが、包括支

援センターと基幹相談支援センターの統合など、行政の窓口を一本化することが望ましい

のではないか。 

  〇人口比からすると、圧倒的に高齢者が多いため、みな高齢者の支援には目が向くが、実際

には、高齢者の障がい者が多く、もう少し、障がいにも目を向けて欲しい。障がいのある

人が暮らしやすいマチは、どんな人にとっても暮らしやすいマチになる。 

  〇地域の中でも、高齢者の把握はできているものの、障がい者の情報はあまりない。家族の

側も隠したいという気持ちをもっている人も少なくない。正しい理解を促進することによ

り、偏見を払しょくすることが必要。 
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  〇就労支援は、これからさらに課題になるだろう。若い障がい者も興味が持てる仕事が必要。 

  〇福祉分野だけでなく、もっと幅広く地域のニーズを探り、すきま産業ではないが、地域に

足りないものを仕事にする視点が必要ではないか。福祉と異業種との交流の場があれば 

いい。 

  〇障がい者は、守られるべき存在ということだけではない。高齢者も障がい者も弱者では 

なく、一生産人であり、活躍の場が提供されるべき。見方を変える必要がある。 

  〇高齢者（利用者）が語り部となり、職員や職場体験の子どもたちに昔話をしてもらうと、

子どもたちも興味深く昔の話を聞いている。もしかすると相乗効果で、高齢者に良い変化

が現れるかもしれない。 

  〇地域福祉を進める上では、分野や組織を超えた連携がますます重要になってくる。 

③ 稚内市自立支援協議会 

■ 開催の目的 

障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、相談支援事業者や関係団体

などから参加を得て稚内市が設置する自立支援協議会の２つの部会で、計画策定の参考とする

ため、地域の課題に対する意見を聴きました。 

■ 開催の概要  

開催日 時間 場所 人数 

11 月 12 日（月） 10：00～ 正庁 相談支援部会員 ７人 

11 月 13 日（火） 18：30～ 正庁 就労・地域生活支援部会員 ６人 

■ 主な発言 

  〇コミュニティが希薄化しているということだけではなく、地域によっては高齢者が集える

場を自発的に運営している人もいて、少しずつ活動の芽が出ているところもある。 

  〇ボランティアセンターがあまり活動していない。個人としてのボランティアは登録を受け、

施設から要望があった時には派遣しているが、個人宅には派遣していない。有償ボラン 

ティアについても、今後検討する必要があると思う。 

  〇世帯を丸ごとマネジメントできる相談ができる人がいることが望ましい。子どもの問題、 

障がい者の問題、高齢者の問題、生活困窮も含めて、トータルで相談対応できる人材を  

財源付きで育成してもらえるとありがたい。 

  〇民生委員が一番わからないのが、地域にいる障がい者。特に子どもについて情報がない。 

  〇障がい児をもつ親の側からすると、支援してくれる人だけではなく、偏見や差別などを 

心配して、それ以外の人にも知られてしまうのは嫌だと思っている人も少なくない。 

〇学校に入るまでは早期療育通園センターなどで把握され、学校に入ると福祉の関りが少な

くなり、高等養護学校を卒業する段階になってから困る人も少なくない。 

〇高齢者部門は、困ったときの相談窓口がたくさんあり、出向いて相談対応してもらえるが、

障がい者についても、そのような体制があればと思う。 

〇人生において起こる様々な問題があると思うが、ライフステージに応じた相談窓口・機能

が必要であり、その上で連携を図っていくことが必要。 
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〇障がい者用の駐車場に、お構いなしに車を停める常識のない人が結構いる。お店で買えて

しまうから仕方ないのかもしれないが、中には、人目を気にして障がい者マークを購入し

たと話している健常者もいる。心のバリアフリー、正しい認識が必要。 

  〇災害時に支援が必要な人の把握は、介護度や障がい程度によっての把握はできるが、病院

から在宅に戻ってサービスを使っていない人等の把握も必要ではないか。平時の把握を 

さらに進める必要があるのではないか。 

〇発達障がいの子どもも、狭間にいると思う。親が障がいを受け入れない場合も狭間。サー

ビス提供を拒否している人、疾患のない障がい児も狭間だと思う。 

〇例えば児童相談所は、障がい児の相談窓口でもあるが、親は児童相談所と聞いた瞬間、  

「うちは虐待なんてしてないのにどうして。」という思いを抱くようだ。それも偏見で、 

もっと情報を知ってもらう必要がある。 

〇乳児から子育て中は、親も時間がなく、情報を得ようとする時間もない。子育て支援セン

ターは、もっと問題発見機能に期待していたが、遊び場の提供にとどまっているように 

見えるのが残念。 

  〇自殺対策ということでは、行政の中でゲートキーパーを作っていく事が必要ではないか。

自殺については生活困窮や再犯防止ということも重なってくる。生きがいをもてること、

就労の場で生きることを支える視点も必要ではないか。 

  〇特に障がい者の就労支援は大切だと感じる。養護学校等を卒業して社会へ出ようとする 

時に、適性にあった働く場がなければ、地域から人材が流出してしまう。 

  〇障がいのある子どもが成人しても、親は責任をもって自分が面倒をみる、その先まで考え

ていないという人が少なくない。親が亡くなったあとの障がい者の生活の場を考えていか

なければならない。逆に高齢になった親は、子どもを放したがらない。この子がいなけれ

ば買い物もできない、用事も足せないという話も聞く。障がい者サービスも使っていなけ

れば、その先が心配である。 

  〇親だって、子どもと一緒に生活したいと思っている。このまちの中で、何らかの働く場が

あればいい。 

   

（５）こころの健康に関するヒアリング調査 

① ヒアリング調査の概要 

■ 調査の目的 

計画策定にあたり、こころの健康について関わりの深い機関における、現状と課題を把握し、

問題点や対策を検討する資料とするため実施しました。 
 

■ 調査方法 

市内関係機関 24 ヶ所に調査票を配布し、回収時聞き取りを行いました。 
 

■ 調査期間 

2018（平成 30）年 10 月 30 日～同年 11 月 9 日 
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② 集計結果 

■ 相談内容 

○各機関で受ける相談内容としては、健康問題・家庭の問題・勤務関係の問題・学校の問題が

多くありました。 

内 容 件 数 

家庭の問題 11 

健康の問題 12 

経済的な問題 5 

勤務関係の問題 11 

学校の問題 10 

その他 2 

※重複あり 

 

■ 連携・連絡をとった関係機関 

○連絡・連携をとった機関は、所属の属性により異なっており、それぞれが必要に応じて連絡・

連携をしている現状となっています。 

関係機関 件 数 

病院 4 

保健所 4 

市役所 5 

社会福祉協議会 3 

民生児童委員 4 

幼稚園・保育所 1 

小中学校・高校 3 

教育相談所 3 

警察署 1 

児童相談所 6 

公共職業安定所 1 

その他 2 

※重複あり 

 

■ いのちを守るために大切と思われる取組 

○取組については、学校や職場での教育の充実と相談の場の充実、人材の養成についての回答

が多くありました。 

取組内容 件 数 

学校でのいのちの教育の充実 15 

職場でのこころの健康づくりの推進 12 

気軽に相談できる場所の充実 19 
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自殺未遂者支援の充実 3 

自殺やこころの健康に関する講演会や研修会の開催 7 

自殺やこころの健康に関する普及啓発 5 

早期対応の中心的役割を果たす人材（ゲートキーパー）の養成 12 

自殺やこころの相談に対応する人材のスキルアップ 9 

自殺相談などの専門機関の設置 7 

その他 3 

※重複あり 

 

③ 調査票と聞き取りの結果から 

◆各機関において、内容は様々でありますが、こころの健康に関する相談を受ける機会があり、  

関係する機関と連絡・連携をとりながら支援を進めています。 

◆職場においては、「相談し合える環境づくり」「上司へ報告しやすい環境づくり」「相談を受け

る窓口の設置」「労働時間の短縮や勤務内容の工夫」など、取組みを実施しているところはあ

りますが、相談を担当する職員自身の、こころの健康を危惧する声も多く聞かれました。 

◆より良い職場環境として、「誰でも悩みを相談できる関係づくり」や「自ら相談出来ずに悩ん

でいる人に、気づき、相談に結びつけることができる場の充実」が求められています。 

◆こころの悩みを抱えている方は、その原因が様々であり、かつ重複している問題が多くみら

れています。それらの問題に対応するため、相談を担当する人のスキルアップとして、研修

会を開催している機関もみられました。 

◆こころの問題に関しては、とても繊細な事柄であるため、家族を支えることも必要であると 

   いう声もありました。頑張っている家族を支えることや、家族を孤立させないことにも配慮

されていました。 

◆学校関係の中では、SSW（スクールソーシャルワーカー）と保健室の役割が、学校に於いて、

重要な役割を果たしており、生徒のこころを育てる大きな力となると考えます。 

◆いのちを守る取組について、回答が多かった項目については、関係機関と連携をとり、どの

ような内容や体制で取り組んでいけるかの検討が必要です。 

◆ゲートキーパーの養成については大切と思われる取組のひとつとして上げられ、聞き取り調

査の中でも、「自ら相談が出来ず悩んでいる人に気づくこと」や、「相談に結びつけるきっか

けづくり」が求められています。計画期間の中で、ゲートキーパー養成についての検討が必

要です。 
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（６）地域福祉フォーラムの開催 

■ 目的 

我が国は、少子高齢化が進んでおり、とりわけ団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年（７年

後）には、５人に１人が 75 歳以上という社会を迎えますが、社会が大きく変わろうとして  

いる中、年齢や障がいの有無などに関わらず、誰もが役割をもって活躍できる社会（地域共生

社会）を目指そうと、全国各地で様々な取組が始まっています。 

地域福祉計画の策定にあたり、福祉を福祉だけにとどめない、福祉を地域の活力に変える 

「これからの福祉」が持つ可能性について考えるとともに、障がいのある人も、高齢者も、  

こどもも皆が関わって進める「福祉を通じた地域づくり」について学び、これから目指すべき

地域共生社会の実現にむけ、誰もが参加できる地域福祉を、市民、地域と一緒に進めていく  

ためのきっかけとすることを目的として開催しました。 

■ 日時等 

 2018（平成 30）年 11 月 27 日（火） 18 時 30 分～ ／稚内総合文化センター 小ホール 

■ 参加対象・参集者 

 地域づくりや福祉に関心のある個人や事業者など 180 人  ※ 手話通訳者２名を配置 

■ プログラム 

＜基調講演＞ 

テ ー マ ：  ～ 障がいのある方も、高齢の方も、こどもも皆が関わって ～ 

地域共生社会を目指す 『無理しない地域づくり』 

講 師 ：  尾 野 寛 明 氏（総務省地域力創造アドバイザー） 

  

＜パネルディスカッション＞ 

テ ー マ ：  『 無理しない = 自分事、ほっとけないから始まる地域づくり 』 

コーディネーター ：  尾 野 寛 明 氏（総務省地域力創造アドバイザー） 

パ ネ ラ ー ：  門 間 奈 月 氏（宗谷健幸人プロジェクト 代表） 

藤 本 英 文 氏（地域食堂ふらっと 代表） 

大 谷 由美子 氏（NPO 法人ここ 代表） 
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８．第２次計画に向けた課題 
 

国の動向や本市の現状、これまでに取り組んできた結果、アンケート調査やワークショップ、

福祉関係者などへのグループインタビュー等で得られた意見を踏まえ、第２次計画の策定に 

あたり地域福祉に関する主な課題を、次のとおり整理しました。 

 

■ 課題１… 地域コミュニティの希薄化、担い手不足 

人口減少、少子高齢化の進展、ライフスタイルや個人の自由を重視する価値観の変化に伴い、

地域住民のつながりの希薄化が進んでおり、本市のコミュニティを支えてきた町内会、民生 

委員・児童委員をはじめ、地域活動の担い手が不足している状況がみられ、地域コミュニティ

の維持や組織としての運営にも影響が出ています。 

計画策定のために市内各地区で行ったワークショップでも、共通して「地域の関わりが希薄

になっている」という話題が多くのぼりました。地区によって差はあるものの、ご近所同士の

会話が減ったり、地域のイベントも下火になったりという状況の中、近くで生活に不便を抱え

ている人がいても、それに気づけなかったり、気づいても声かけをためらったりするという話

が聞かれました。 

また、アンケート結果からは、もっと地域の人と関りを持ちたいと考える人が増えている 

状況が読み取れますが、定年退職後も働く人が増えていることや、共働き世帯の増加などに 

よる仕事の忙しさなど様々な要因から、思ったようには関りが持てない状況が生じているもの

と推察されます。 

 

■ 課題２… 集いの場、交流の機会が望まれている 

計画策定のために市内各地区で行ったワークショップは、町内会、民生委員・児童委員、  

幼稚園・保育所、小中高校の教員、保護者、障がいのある人、福祉サービスの従事者、地域   

活動を実践されている方など、様々な立場から参加していただきました。参加者アンケート 

では、地域の福祉についての課題を気軽に話し合えたことに高い満足度が示されました。また、

地域の人が日常的に気軽に集まれる場や、地域活動の拠点となる場を望む意見が多くありま 

した。 

アンケートでも、地域で住民の協力関係を築くために必要なこととして、年齢や職業に関係

なく地域の人が気軽に集まる場所や地域活動の拠点となる場をつくること、町内会・自治会が

中心となって交流活動を進めることが上位の回答となっており、地域の様々な人が気軽に集ま

る機会や場づくりが望まれています。 

 

■ 課題３… 社会的なつながりが弱まった世帯の増加 

社会的に孤立しがちな、単身の高齢者や高齢者のみの夫婦世帯が増加しており、地域社会と

のつながりが弱まり、相談窓口では把握しづらい世帯の増加が懸念されます。 

また、ワークショップや障がい福祉関係者等へのグループインタビューでは、「高齢者の  

ことはわかるけど、障がいのある人などで困難さを抱えている人は、地域の中でみえにくい。」

という声もありました。 
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■ 課題４… 複合的な課題や制度の狭間にある課題を抱える世帯の増加 

高齢の親と働いていない独身の 50 代の子が同居している世帯（「 8 0 5 0
はちまるごーまる

」問題）、介護と

育児に同時に直面する世帯（「ダブルケア」問題）に象徴されるような複数の課題を抱えた  

世帯が増えています。また、ひきこもり等、表面化しづらい問題を抱えている世帯も存在して

います。 

こうした問題を抱える、既存の縦割りの制度を当てはめるだけでは解決に結びつかなかった

り、どこに相談していいのかわからないまま年数が経過してしまったり、そもそも当事者の 

問題意識が希薄なために、必要な支援が行き届かない世帯が増えています。 

 

■ 課題５… 移動や買い物など、日常のちょっとしたこと（生活支援）に困難さを抱える人が多い 

ワークショップでは、各地区共通で、高齢者（特に独居の方）の生活に関すること、特に、

買い物や通院などの外出、除雪等、公的サービスでは支援できない日常生活のちょっとした 

ことに困難さを感じる人が多いことがあげられました。実際、車を持つ方が、知り合いやご近

所に声をかけながら一緒に買い物に行ったり、近所の方の玄関先の除雪をしている方もいまし

たが、何らかの支援策を望む声が数多くありました。 

一方、有償ボランティアについても複数のグループから意見があり、市民アンケートの結果

からも、50 代以下の世代を中心に有償ボランティアへの理解は進んでいることがうかがえ  

ました。現在の制度では対応できない課題を、有償ボランティアを活用することにより地域の

中での支え合いとして実現することも検討していく必要があります。 

 

■ 課題６… 包括的に受け止められる相談支援体制の構築 

地域共生社会を実現していくためには、複合課題を丸ごと受け止められる分野横断的な相談

窓口が求められています。本市の現状としては、高齢者や障がいのある人、生活困窮者など  

個別の制度に基づく専門相談機関や分野ごとの総合相談窓口の整備は進んでいますが、民生 

委員・児童委員などが地域の中で、複合的な悩みを抱える方を受け止めた場合に、包括的に  

相談支援を提供できる仕組みについて、検討していく必要があります。 

 

■ 課題７… 福祉分野以外の分野との連携による地域福祉の推進 

全国の市町村の中では、福祉以外の分野と連携しながら、地域に不足するサービスや新たな

需要を見出し、障がいのある人や高齢者など、地域の中で様々な課題を抱える人の就労や活躍

の場の確保につなげる取組が行われている事例が増えています。福祉以外の分野（まちおこし、

商工、農林水産、土木、防犯、防災、社会教育、環境、交通など）との連携は、今後の課題         

です。地域の中で足りないサービスや潜在的なニーズを掘り起こし、地域の活性化に寄与しな

がら地域生活課題の解決にも同時につなげるような視点で、これからの福祉を考えていく必要

があります。 
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第３章 計画の基本的考え方 

１．計画の基本理念 

 

少子高齢・人口減少社会の進行により地域力が脆弱になる一方で、地域での生活・福祉課題

は多様化、複雑化して、支援を必要とする人が増えています。 

このような中、人々が様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らして

いけるようにするためには、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、地域住民や地域の多様な主体が『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、地域をともに

創っていくことができる『地域共生社会』の実現が求められています。 

これまでの稚内市地域福祉計画で掲げてきた基本理念「みんなの笑顔が かがやくまち  

“わっかない”」を引き継ぎながら、地域共生社会を実現するため、一人ひとりができることに

取り組んで、互いに支え合い、そこに感謝の気持ちを持つことで、誰もが幸せを感じることが

できるまちづくりを進めていくという考えから、この計画の基本理念を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

～ 地域共生社会をめざして ～ 

一人ひとりが参加して 一人ひとりが支え合う 

笑顔と感謝 あふれるまち 
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２．計画の基本的姿勢 

 

基本理念を実現するため、本計画では、３つの基本的姿勢を設定し、この基本的姿勢をもっ

て地域福祉の施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「自助」「共助」「公助」で進める地域福祉 

地域には、高齢で介護を必要とする人、認知症で見守りが必要な人、障がいのある人、子育

てや介護で悩んでいる人、ひとり暮らしで話し相手がいない人など、様々な人が生活し、多く

の悩みや課題を抱えています。そして、性別や家族構成などによっても、その悩みや課題は様々

で、公的なサービスだけで適切な対応を行っていく事は困難な状況になっています。 

このような様々な生活課題に対し、できる限り自分自身や家族で解決することを「自助」と

いいます。そして、それだけでは解決できない場合に、隣近所の手助けや支え合いで対応する

ことを「共助」、さらに「自助」「共助」でも解決できない課題に対して行政等が行う公的な福

祉サービスで解決することを「公助」と言います。 

本計画で進めようとする地域福祉とは、一人ひとりの“普段の暮らしの幸せ”を実現するため

に、こうした「自助」「共助」「公助」の視点から地域の生活課題の解決を図り、さらには    

「自助」と「公助」のすきまや「共助」と「公助」のすきまをつなげながら、支え合い・助け

合うことができる地域づくりを進めるものです。 

■ 男女共同参画で進める地域福祉 

本市では、女性も男性も互いにその人権を尊重し、社会のあらゆる活動に性別にとらわれる

ことなく個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しています。地域福祉を推進

するにあたっても、この方針に則り男女共同参画の視点に立った地域社会の形成を進めます。 

地域住民同士のつながりはもちろんのこと、関係機関や社会 

福祉協議会、行政等、稚内市の誰もが関わり合いつながることで

地域力を高めます。また、福祉以外の分野とつながることで、 

地域の活性化に寄与しながら地域生活課題の解決にも同時に 

つなげられるような視点で、これからの福祉に取り組みます。 

つ な が る 

地域の中で困りごとを抱えている人をみつけたり、一人ひとり

が地域福祉に対してできることをみつけたり、関心をもつこと

で稚内市の地域福祉の新たな発見をします。また、地域に不足 

するサービスや新たな需要をみつけ、障がいのある人や高齢者

などの就労や活躍の場の確保につなげていきます。 

み つ け る 

地域の中で困りごとを抱えている人をみつけたら相談機関へつ

なげたり、福祉に関心をもちボランティアをしたい人などがい

たら活動ができるよう関係機関につなげたりすることで、稚内

市の福祉の輪を広げます。 

つ な げ る 
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各基本目標の「取組の主体」 

市民 家族・家庭を中心とした、地域で生活するすべての人 

地域 町内会、老人クラブなどの地域単位で活動する組織・団体や、民生委員・

児童委員、福祉委員、地域の商店、民間企業など 

福祉関係者 福祉サービスを提供する事業者やボランティア団体、NPO、グループ・

サークルなど福祉に関わる人や団体。 

社協 稚内市社会福祉協議会 

市 稚内市 

 

３．計画の基本目標 

これまで行ってきた取組の総括、市民アンケートや民生委員・児童委員アンケートの調査の

結果、市内６地区で行ったワークショップ、関係者との意見交換等により導き出された課題を

分析して、本計画の基本理念の実現に向け、次のとおり６つの基本目標を掲げます。 
 

【基本目標１】地域や福祉を「我が事」に変える意識づくりを進めます 

福祉は特別な人のものではなく、本市の全ての住民の『「ふ」だんの「く」らしの「し」あわ

せ』です。 

地域福祉を推進していくためには、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、住民や福祉関係者が「他人事」ではなく「我が事」と捉え、一丸と   

なって解決できるよう、地域の支え合いに向けた意識づくりを進めます。 

また、子どもの頃から福祉や人権について学ぶ機会を増やし、知らないことから生じる差別

や偏見を取り除きます。 
 

【基本目標２】地域や福祉に関わるための多様な交流を促進するとともに  

活動の拠点や場をつくります 

地域での交流やつながりを深め、支え合いや助け合いを活発にしていくため、身近な地域で、

誰もが気軽に集まり、交流できる居場所づくりを促進します。また、地域福祉活動を展開する

ため必要となる、拠点づくりへの支援に取り組みます。 

地域の生活課題解決に向けて、社会福祉法人の連携による地域貢献や、福祉分野以外との 

連携による取組を進めます。 
 

【基本目標３】地域や福祉の担い手を育て、地域福祉活動を促進します 

現在活動している地域や福祉の担い手・リーダーの活動を支援するとともに、支援する側と

支援される側という画一的な考え方から脱却し、地域や福祉の活動を、各々の人がそれぞれ 

できることに取り組むという考え方に立ち、多様な人材を発掘し、新たな担い手を育てていき

ます。また、仕事などで忙しい若い世代でも少しずつ参加できるような地域福祉活動を促進 

していきます。 
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【基本目標４】適切な支援につなぐ仕組みをつくります 

市民のライフスタイルが多様化する中、個々に抱える生活課題や求めるサービス・制度も 

多様化しています。 

市民の誰もが、地域の中で健やかに生活できるよう、本市が策定する各種個別計画による 

福祉サービスの充実や質の向上を図るとともに、福祉サービス等に関する情報提供の充実を 

図ります。 

制度の狭間や複合的な課題などに対応できるよう、各分野の相談窓口や相談支援機関での 

他分野との連携・協働に向けたネットワークを強化するとともに、分野を超えた総合的で包括

的な相談支援体制の構築をめざします。 

また、身近な地域において民生委員・児童委員をはじめ、市民が主体の多様な見守り活動を

促進し、支援が必要な人や潜在化する様々な課題の早期発見と、適切な専門機関等へつなげる

仕組みをつくります。 

 

【基本目標５】安全で安心して暮らせる環境をつくります 

少子高齢化が進み、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの夫婦世帯などが増える中、多くの

市民が、自身や家族が高齢になってからの生活についての悩みや不安を抱えており、公共施設

や交通施設のバリアフリー化はもちろんのこと、誰もが生活しやすい環境整備を 進める必要

があります。 

また、近年、多発している自然災害等に備え、緊急時や災害時に支援が必要な人への支援  

体制を地域との協働でつくるとともに、生活の安全・安心を確保するための防犯対策などにも

取り組みます。 

 

【基本目標６】誰も自殺（自死）に追い込まれることのない地域社会を 

つくります 

多くの人は、自分は自殺（自死）と関係ないと考えがちですが、実際は自分や家族、友人   

など周りの人が当事者になる可能性があります。市民一人ひとりが、自殺（自死）は誰にでも

起こりうる身近な問題であることを認識する必要があります。 

また、自殺（自死）は、病気の悩み等の健康問題のほか、倒産、失業、多重債務等の経済・

生活問題、介護・看病疲れ等の家庭問題等、様々な要因が複雑に関係しています。自殺（自死）

は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、その多くが様々な悩みにより心理的に危機的な 

状況まで「追い込まれた末の死」であることを周知する必要があります。 

世界保健機構（WHO）は、「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると

明言しているように、自殺（自死）は社会の努力で避けることが出来る死であると言われて  

います。「生きることの阻害要因」を減らし「生きることの促進要因」を増やす双方の取組を 

通じ、「誰も自殺（自死）に追い込まれることのない地域社会」の実現をめざします。  
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４．本計画における福祉圏域の考え方 

 

地域福祉を推進するためには、市民一人ひとりや地域コミュニティ、さらには事業者や行政

が、それぞれの立場で役割を果たしていく必要があります。 

この計画では、家族・親族や隣近所同士などのごく身近で小さな範囲から、稚内市全体を  

網羅する大きな圏域まで、以下の図のとおり４つの階層に分けて考えることとし、各階層に 

応じた役割や機能をそれぞれが果たしていくと同時に、各階層間で必要な情報共有や連携を 

図っていくことで、計画の基本理念で掲げる「地域共生社会」の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

階層１ 

隣人、家族・親族、 

町内会の班単位の圏域 

普段からのあいさつ、ご近所

付き合いを通して、異変などに

気付いたり、困った時に相談し

たり助け合ったりできる関係。 

町内会などの圏域 

日頃から防犯や防災、環境美化などの取組を行う、 

地域活動をする上で最も基礎的な圏域。平時の助け合い

や見守り、有事の安否確認や避難支援を行う範囲。 

階層３ 

中学校区、地区民生児童委員協議会の圏域 

行政や地域の事業所などとも連携しながら、組織的な福祉活動が行われる

圏域。より小さな階層から福祉に係るニーズ等を吸い上げ、地域での解決に

取り組んだり、市全域での情報共有を図る。 

階層４ 

稚内市全域 

広域的な調整をしながら、市全体としての取組を推進する圏域で、主に

行政や社会福祉協議会が担う。専門的かつ複合的で高度な課題に対応可能

な包括的な相談支援体制が求められます。 

自 

助 

共 

助 

階層２ 
公 

助 
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第４章 施策の展開 

地域福祉計画の基本理念及び基本目標を実現し、稚内市で地域福祉を推進するため、次の 

体系に示す施策を展開します。 
< 施策の体系 > 

基本理念 

～ 地域共生社会をめざして ～ 

一人ひとりが参加して 一人ひとりが支え合う 

笑顔と感謝 あふれるまち 
 

 

 

 

【基本目標１】地域や福祉を「我が事」に変える意識づくりを進めます 

 １．一人ひとりの意識の向上 

 ２．福祉教育・学習の推進 

 ３．地域や福祉に関心をもつための機会づくり 

【基本目標２】地域や福祉に関わるための多様な交流を促進するとともに、 

活動の拠点や場をつくります 

 １．地域福祉の担い手の交流と連携の促進 

 ２．活動の拠点づくり 

 ３．気軽に集まれる場づくり 

【基本目標３】地域や福祉の担い手を育て、地域福祉活動を促進します 

 １．地域活動・ボランティア活動の促進 

 ２．多様な人材の発掘と育成 

 ３．様々な人の活躍の場づくり 

【基本目標４】適切な支援につなぐ仕組みをつくります 

 １．高齢者、障がい者、子育て支援の充実 

 ２．生活困窮者、就労が困難な方等への支援の充実 

 ３．権利擁護の推進 

 ４．地域の中での見守り体制・相談機能の充実 

 ５．相談支援機関の連携体制の構築・強化 

 ６．福祉サービスなどの情報提供の充実 

【基本目標５】安全で安心して暮らせる環境をつくります 

 １．住みやすい生活環境の整備 

 ２．緊急時・災害時対策の充実 

 ３．地域における防犯・安全対策の充実 

【基本目標６】誰も自殺（自死）に追い込まれることのない地域社会をつくります 

 １．地域におけるネットワークの強化 

 ２．こころの健康づくりを支える人材の育成 

 ３．住民への啓発と周知 

 ４．こころとからだの健康につながる支援の充実 

つ な が る み つ け る つ な げ る 
基本的
姿勢 
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基本目標１ 地域や福祉を 「我が事」に変える意識づくりを進めます 

 

【現状と課題】 

○地域コミュニティが希薄になりつつあるといわれる中、身近な地域で空き家等を利用して、

高齢者が集える場を自らの活動として始める人も現れるなど、一部の地域で支え合いが自発

的に始まっています。 
 

○市や社会福祉協議会では、各地域で町内会や地域住民が主体的に運営するサロンが開催され

るよう、立ち上げを支援したり、介護予防サポーターや認知症サポーターの養成講座を開催

するなどして、ボランティア意識の醸成、知識や技術の向上を図ってきました。町内会や  

地域住民が主体的に運営するサロン等の開催箇所は、着実に増えています。また、介護予防

サポーター養成講座や手話奉仕員養成講座の開催等を通じ、ボランティアへの理解を深めて

もらう機会が増加しました。アンケート結果からも、7 割以上の市民が「福祉」に関心を   

もっており、およそ半数の市民が「福祉を必要とする人は、行政と住民が協力し合いながら、

地域で支え合うべき」と考えていますが、反面「行政が支えるべき」だと考えている方も  

少なくありません。 
 

○市職員の地域福祉に関する意識の向上については、職員研修の中での認知症サポーター養成

講座の開催などを通じ、地域や福祉についての理解を広めてきました。また、市民と職員が

協働という視点を持ち、地域についてともに考える場をつくることを目的として、「協働の

まちづくり研修」を継続的に開催し、会議ファシリテーターの養成を行ってきました。 
 

○福祉教育・学習については、認知症サポーター養成講座などを開催して、小中学生を対象に

高齢者の疑似体験や認知症についての学習機会を設けているほか、人権擁護委員による各 

小中学校や高校等での人権教室を通じて、様々な人に対する理解を促し、心のバリアフリー

が進められています。また、地域が主催する「子育て平和夏祭り」や「サマーフェスティ   

バル」などに学校全体で参加するなどして、地域や福祉に関心をもってもらう取組を進めて

きました。さらに、一部の幼稚園や高校等では、グループホームや施設と連携し、施設訪問

や交流事業等を行ったり、障がいを理解する学習時間を設けるなどの取組も行っているほか、

イベント会場で災害時の炊き出し訓練を行うなど、楽しみながら福祉や地域活動を学ぶ機会

を設けています。今後は、これまでの取組を継続しつつ、学校との連携を強化して、総合的

な学習の時間などを活用すれば、さらに福祉教育や体験学習を進めていくことができます。

また、「ふくしフェスタ」の開催にあたっては、児童生徒が自ら企画して参加できるような 

工夫も必要です。人権教室については、各学校と連携した積極的な取組が行われており、  

今後も継続していくことが期待されます。 
 

○市や社会福祉協議会では、広報紙やホームページなどを活用して、福祉やボランティアに 

関する情報発信を行ってきました。今後は、住民がともに支え合い、助け合える地域をめざ

す意識づくりを進める観点から、情報提供やきっかけづくりに取り組む必要があります。 
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○毎年、社会福祉協議会が中心となり開催している「ふくしフェスタ」は、ボランティア団体

や福祉事業所、障がいのある人も参加する恒例行事で、参加者や来訪者の交流の場として 

定着しているほか、声問ふれあい夏祭り（声問ノーマライゼーション推進委員会が町内会と

共催して実施）や福祉事業者が個別に開催しているイベントでも同様の取組が行われて  

います。また、高齢者と子どもとの交流事業に取り組んでいるグループホームや町内会が 

あるほか、町内会と連携しながら社会福祉協議会が実施している「ふれあいランチ事業」も、  

小中学生と地域の高齢者のふれあいの機会になっています。 

 

○高齢者や障がいのある人との交流機会については、社会福祉協議会や事業所、学校などの 

取組で行われていますが、今後、様々な人と連携しながら地域づくりを進めるためにも、  

さらに機会を増やしていくことが望まれます。 

 

 

【取組の方向性】 

１．一人ひとりの意識の向上 

◇地域福祉を推進するために、市民一人ひとりが、相互に理解し合い、地域の課題を   

「我が事」として受け止めることができるよう、意識の向上に取り組みます。 

２．福祉教育・学習の推進 

◇将来の地域福祉の担い手として期待される子どもたちが、地域福祉を理解し、活動に  

参加していくために、保育所・幼稚園や小中学校における福祉教育や体験学習などを  

推進します。 

◇子どものみならず、誰もが福祉教育や体験学習ができる機会をもてるよう、地域での  

福祉教育や体験学習を促進します。 

３．地域や福祉に関心をもつための機会づくり 

◇誰もが地域の一員であり、福祉の担い手であると認識し、地域や福祉に主体的に関わり

ます。 

◇障がいのある人や子育て中の親など、当事者との交流の機会となるイベントや事業に 

取り組み、正しい理解の促進と差別や偏見の解消をめざします。 

 

【取組の主体と取組内容】 

自助（市民） 

〇隣近所同士であいさつや声かけを積極的に行い、コミュニケーションをとります。 

〇地域や町内会、子ども会等の行事への参加を近所に呼びかけ、積極的に参加して相互  

理解を深めます。 

〇地域福祉活動やボランティアに関心を持ち、関連するイベントや活動に積極的に参加 

します。 

〇地域や福祉に関心をもち、認知症や障がいの特性などについて学べる機会に積極的に 

参加します。 
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〇障がい者等用駐車スペースや公共交通機関の優先シートなど、特別な配慮が必要な人が 

利用できるよう、適正な利用を行います。 

〇家庭の中で、子どもが福祉やボランティアに関心をもてる機会を積極的に作ります。 

○自分の地域の課題を把握し、「我が事」として受け止めることができるように努めます。 

共助（地域・福祉関係者） 

○地域の行事を利活用し、住民同士が理解を深める交流の場所をつくります。 

〇既存のイベントや活動を継続するとともに、魅力ある取組を検討・実施します。 

○地域活動の中で、地域福祉について考える機会を設けます。 

○町内会や福祉事業者、また保育所や幼稚園などの運営主体や教育関係者は、福祉教育や

体験学習を積極的に行い、また協力します。 

○福祉やボランティアに関する周知啓発や情報提供に努めます。 

公助（市・社会福祉協議会） 

〔一人ひとりの意識の向上〕 

○全ての職員が地域福祉に関する課題や問題を共有し、地域福祉に関する意識の向上を 

図るとともに、積極的に地域に出向き、地域等と問題を共有し、良好な関係を築き上げ

ます。 

〇障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重しながら共生する 

社会の実現をめざすため、障害者差別解消法の趣旨について普及啓発を行います。 

〇障がい者等用駐車スペースや公共交通機関の優先シートなど、特別な配慮が必要な人が 

利用できるよう、適正な利用について啓発します。 

〔福祉教育・学習の推進〕 

○小中学校の総合的な学習の時間などを活用し、福祉教育や体験学習を行います。 

○福祉教育や体験機会等について、幼稚園や高校など教育機関との連携を強化し、実施し  

ます。 

〇出前講座や市民講座なども活用しながら、認知症や障がい、人権などについて市民が  

学ぶ機会を拡充します。 

〇人権教室などの啓発活動を行う人権擁護委員協議会の活動を支援します。 

〔地域や福祉に関心をもつための機会づくり〕 

〇各種行事やイベント、広報紙「広報わっかない」や社会福祉協議会広報紙「社会福祉協議

会だより稚内」、各種パンフレット、ホームページなど様々な媒体を通じて地域福祉に 

ついて積極的な普及・啓発を行い、市民、地域と一丸となって地域福祉に取り組むため

の意識の醸成に努めます。 

○「ふくしフェスタ」をはじめ地域や福祉に関心をもつための機会となる、イベントや  

行事を継続開催します。各世代のより多くの人が参加できるよう内容の充実を図り、交

流することで、気軽に地域と関わり合えるネットワークをつくれるよう、取り組みます。 

〇介護が必要な人や障がいのある人、またその家族などから話を聞く機会や、交流の機会

を増やします。 

〇高齢者や障がいのある人、また子育て中の親等が、各種イベントや交流の場に参加しや

すい体制・環境づくりに努めます。 
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ふくしフェスタ、人権教室、出前講座、認知症サポーター等についての写真や情報等掲載予定。 

 

■ 人権擁護委員 

   人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した非常勤の国家公務員です。給与の支給はなく、ボランテ

ィアとして活動しています。この制度は、日ごろ、地域に根ざした活動を行っている様々な分野

の人が、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していく 

ことが望ましいという考えから設けられたものです。 

   その職務は、毎日の暮らしの中で起こる様々な人権侵害（家庭内暴力や近隣の間のもめごと、  

学校や職場内のいじめなど）について、人権擁護委員が住民の皆さんからの人権相談を受けたり、

学校などで人権教室を実施するなど、積極的な活動を行っています。相談内容についての秘密は 

厳守されます。 

   現在、約 14,000 人が法務大臣から委嘱されており、本市には９人が配置されています。 
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基本目標２ 地域や福祉に関わるための多様な交流を促進するとともに、 

活動の拠点や場をつくります 
 

【現状と課題】 

○地域の担い手間の交流の機会としては、介護保険の地域支援事業として取り組む「生活支援

体制整備事業」の地域検討会や、在宅医療・介護連携推進検討会「てっぺんの会」の活動を

通じて、福祉や医療関係者の連携・協働が行われています。また、地域で開催しているオレ

ンジカフェ（認知症カフェ）や、発達障がいの子どもを持つ親の会と関係機関の定期的な集

まりの場等で、意見交換や勉強会が行われています。子育て分野では、子育て支援ネットワ

ークに参加するボランティア団体等が一堂に会する機会等が設けられています。市では情報

の共有と意見交換等を通じて、参加団体の活動の支援を行っています。 

 

○市内各地域で順に取組を進めている「生活支援体制整備事業」の地域検討会では、グループ

での話し合いを、市や社会福祉協議会の職員がファシリテーターとしてサポートするという

形で進めており、住民同士の交流や地域づくりについて気軽に話し合える気運の醸成につな

がっています。 

 

○地域の人が気軽に集まれる場としては、市や民間事業者等により、オレンジカフェ（認知症

カフェ）や高齢者サロン、子育てサロンなど、通いの場が定期的に開催されています。公共

施設としては、地域交流センター（キタカラ 2 階）、南地区活動拠点センター、生涯学習総

合支援センター（風～るわっかない）など、地域活動の拠点となる施設を整備しました。今

後は、既存施設や空き店舗等を利用した地域福祉活動の拠点づくりについて、公的な補助金

の活用なども視野に入れながら、具体的に検討を進める必要があります。 

 

○地域活動を実践する NPO 法人や団体は着実に増えていますが、連携や協働を支援する組織

や、団体間の交流の場づくりには、なかなか取り組めていない状況です。 
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【取組の方向性】 

１．地域福祉の担い手の交流と連携の促進 

◇地域福祉活動を効果的に推進するために、地域団体等や福祉関係者など地域の担い手間

の交流を促進するとともに、連携を強化します。 

２．活動の拠点づくり 

◇地域福祉活動を活性化するために、既存施設や地域資源を活用した活動拠点や交流拠点

づくりを進めます。 

３．気軽に集まれる場づくり 

◇空き店舗や学校の空き教室等を利用して、地域の身近な場所にサロン等の開設を推進 

します。 

◇福祉に関するイベントやワークショップの開催などを通して地域福祉について考える 

機会を増やします。 

 

【取組の主体と取組内容】 

自助（市民） 

○交流機会や福祉に関するイベント等の情報を収集し、積極的に参加します。 

○地域内の空き店舗や学校の空き教室などを活用して、市民や地域、福祉関係者が主体と

なって地域福祉活動の拠点づくりを進めます。 

共助（地域・福祉関係者） 

〇地域で活動する団体間、福祉関係者間の交流を深め、連携・協働を進めます。 

○市・社会福祉協議会と行事の共催などの取組を検討・実施します。 

○地域内の空き店舗や学校の空き教室などを活用して、市民や地域、福祉関係者が主体と

なって地域福祉活動の拠点づくりを進めます。 

公助（市・社会福祉協議会） 

〔地域福祉の担い手の交流と連携の促進〕 

○地域や福祉関係者、関係機関などと連携し、地域福祉を協力し合って進めるためのネッ

トワークづくりを進めます。 

○ボランティア団体などの地域団体の実態を把握し、団体間の連携・協働を支援する組織

づくりを進めます。 

〇地域の活性化に寄与しながら、様々な課題を抱える人の就労や活躍の場をつくるなど 

地域生活課題の解決も同時に図れる取組が行われるよう、福祉分野の関係者との交流の

機会を設けたり、先進的な取組を紹介するなどして、福祉以外の様々な分野へ働きかけ

ます。 

○ボランティアセンターの機能を活用し、地域との連携を強化します。 

〇社会福祉協議会との連携・協働を進めるとともに、社会福祉協議会の基盤の整備を支援

します。（市） 
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〔活動の拠点づくり〕 

○交流の場や、地域活動の拠点づくりのために既存施設や遊休施設の活用を促進します。

また、空き家の利活用を進めるための仕組みづくりについて検討します。 

〔気軽に集まれる場づくり〕 

〇ファシリテーターの派遣などにより、住民同士の交流や地域づくりについて気軽に話し

合える場づくりを支援します。 

○地域のつながりや市民一人ひとりのつながりの強化を図るため、市民が気軽に参加でき

る場をつくるとともに、参加しやすい体制・環境づくりを進めます。 

○交流の場や、地域活動の拠点づくりのために既存施設や遊休施設の活用を促進します。

また、空き家の利活用を進めるための仕組みづくりについて検討します。【再掲】 

〇「ふくしフェスタ」などのイベントを、各世代のより多くの人が参加できるよう内容の

充実を図り、交流することで、気軽に地域と関わり合えるネットワークをつくれるよう、

取り組みます。 
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サロン、茶話会、カフェ（オレンジカフェ、子育てカフェなど）、ワークショップ等についての写真

や情報等掲載予定。 
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基本目標３ 地域や福祉の担い手を育て、地域福祉活動を促進します 

 

【現状と課題】 

○市民アンケート調査で、現在ボランティア活動に参加している方は１割程度と低く、参加 

できない理由も「仕事や家事が忙しく時間がとれない」が最も多くなっているものの、  

「参加のきっかけがつかめない・参加するためにどこに行ったらよいかわからない」という

方も多いことから、ボランティア活動の情報提供やきっかけづくりが必要です。また、ボラ

ンティア活動への参加意向では３割の方が参加したいと思っており、若い世代では、有償 

ボランティアについて「責任を持って活動してもらう意味でよいと思う」という方も多く 

いることから、有償ボランティアの検討や勤務などで参加しにくい若い世代に対しても、 

時間をかけずに地域活動ができる取組を検討し、参加を呼びかけていく必要があります。 

 

○介護予防サポーターや“ふまねっと”サポーター、認知症サポーターの養成講座やステップ 

アップ研修を開催し、地域福祉活動の担い手を発掘しています。また、多様化する地域課題

の解決のため、NPO 法人やボランティア団体などが実施する取組に補助金を交付する  

「協働のまちづくり活動支援事業」を実施して、地域福祉活動の担い手の育成・支援を行っ

ています。また、手話奉仕員養成講座などを開催して、ボランティアに関心のある市民に、

学習の機会を提供しています。 

 

○高齢や障がい、子育て部門で、様々な事業で地域住民が主体的に関わってもらうサポーター

を養成しており、フォローアップ研修も実施し、サポーター等は着実に増加しています。  

また、地域福祉活動に潜在的に関心がある人は少なくないものと思われ、行動に移してもら

うための働きかけや、きっかけづくりが望まれます。 

  



64 

【取組の方向性】 

１．地域活動・ボランティア活動の促進 

◇現在活動している地域や福祉の担い手の活動を支援するとともに、活動に積極的に関わ

ります。 

◇気軽にできる地域活動について検討し、多世代で共有しながら取り組みます。 

２．多様な人材の発掘と育成 

◇地域福祉活動を担っていく人材、またリーダーとして活躍できる人材を見つけ、育てて

いくとともに、全ての市民が担い手となる地域福祉活動をめざします。 

３．様々な人の活躍の場づくり 

◇元気な高齢者や障がいのある人、子どもなど、誰もが自分ができることで活躍できる  

社会をめざします。 

 

【取組の主体と取組内容】 

自助（市民） 

○地域の活動や福祉・ボランティアに関心をもち、積極的に活動に参加します。 

○ボランティアやリーダーを養成するための講座や研修会に積極的に参加します。 

○隣近所や町内会や班の単位で、地域の担い手を育てます。 

共助（地域・福祉関係者） 

○ボランティアやリーダーを養成するための講座や研修会の開催に協力します。 

○地域活動やボランティアに関する周知啓発や情報提供に努めます。 

○地域活動の担い手として期待される地域の人材に関する情報交換を進めます。 

○日頃の取組の中で、地域の担い手を育てます。 

公助（市・社会福祉協議会） 

〔地域活動・ボランティア活動の促進〕 

〇地域コミュニティ活動について意識啓発を図り、町内会活動等の活性化を図ります。 

○地域活動に関する他地域での成功事例など、今後の活動の参考となる情報を収集し、  

その提供に努めます。 

〇地域の身近な相談役として、困りごとの相談や見守り活動などを積極的に行っている 

民生委員・児童委員や福祉委員（社会福祉協議会理事長が委嘱）の活動について、地域 

住民の理解促進などに取り組み、活動しやすい環境づくりを進めます。 

〇保護司会、人権擁護委員協議会、赤十字奉仕団など、地域活動を推進する既存の組織の

活動を支援します。 

〇ボランティア団体や NPO、市民団体が行う地域活動を支援するとともに、「担い手不足」

や「資金調達」といった課題解決に向け、参加したり、活動を支援してもらえるよう、 

多くの人に活動を知ってもらうための広報や PR の機会の充実に努めます。 

〇団体・グループが「自立性」を保ちながら活動を促進するための財政的な支援として、 
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民間の助成金制度や、地域福祉の財源となる共同募金や民間募金などの情報を収集し、

発信します。 

〇ボランティアに関する相談支援や活動の紹介・派遣等を行うボランティアセンターの 

活動を強化し、これからボランティア活動等を開始しようとしている団体の立ち上げを

支援するとともに、既存の団体の運営を支援します。 

〔多様な人材の発掘と育成〕 

〇地域での支え合いの担い手となる認知症サポーター、介護予防サポーター、ファミリー・

サポート・センターの「まかせて会員」などを増やすとともに、研修などを実施して活動

を支援します。 

〇福祉課題を解決する担い手につながるようボランティアや地域活動に潜在的に意欲を 

持つ人に研修の機会を提供するとともに、有償ボランティアの制度化について検討を 

行います。  

〇ボランティア団体や NPO、市民団体が抱える「担い手不足」や「資金調達」といった   

課題解決に向け、参加したり、活動を支援してもらえるよう、多くの人に活動を知って

もらうための広報や PR の機会の充実に努めます。【再掲】 

〇地域ボランティアの養成と、新たなボランティアニーズに対応するため、障がい者団体

やボランティア団体の自主的な活動を支援するとともに、互いに意見交換、情報共有が

図れるよう、各団体等が連携できる機会づくりに取り組みます。【再掲】 

〇男性も女性も協力し合って地域活動に参加できるよう、男女共同参画についての広報・

啓発活動を行うとともに、地域での活動をサポートします。 

〔様々な人の活躍の場づくり〕 

〇障がいのある人や生活困窮者などの自立に向けた意思を支援するため、福祉以外の分野

に働きかけながら、一人ひとりにあった就労の場をつくるという発想に立った取組を 

進めます。 

〇高齢者の豊かな経験を活用して、シルバー人材センターと連携を図りながら、生きがい

をもって活躍できる場の創出に取り組みます。 

 

 

 

ボランティアセンター、地域活動（桜の植樹）の紹介等についての写真や情報等掲載予定。 

 

■ 民生委員・児童委員 

   民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。 

給与の支給はなく、ボランティアとして活動しています（任期は 3 年、再任可）。また、民生   

委員は、児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。 

民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある

人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員

推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦・委嘱がなされています。 

民生委員・児童委員は全国統一の制度であり、すべての市町村において一定の基準に従いその 
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定数（人数）が定められ、全国で約 23 万人、稚内市では 123 人（2018（平成 30）年 12 月 1 日

現在）が活動しています。 

民生委員・児童委員は、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、 

住民の生活上の様々な相談に応じ、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 

果たしています。 

なお、民生委員・児童委員の一部（稚内市では 12 人）は、厚生労働大臣により「主任児童   

委員」に指名されています。主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する 

民生委員・児童委員で、1994（平成６）年１月に制度化されました。それぞれの市町村にあって

担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成

活動などに取り組んでいます。 

 

＜民生委員・児童委員の状況（2018（平成 30）年 12 月 1 日現在）＞    （単位：人） 

地区 町内会 
区域担当 

民生委員・児童委員 主任児童委員 

北地区 

北５、北栄、北７、日吉、恵比須、稚恵、 
今恵、ノシャップ、近布、富士見、 
西浜・豊浜、抜海、クトネベツ、上勇知、 
下勇知・夕来 

21 2 

中央地区 
北４、北３、北 2、北１、中央、南１、 
南２、南３、南４、南５、南６、港５、 
大黒１、末広 

21 2 

南地区 
緑１、緑ヶ丘、緑第 2、ひかり、ひばり、 
こまどり、さくらケ丘、大黒２、大黒３、 
栄、白樺 

27 2 

東地区 
はまなす、富岡、萩見、朝日、仲好、 
潮見第２、更喜苫内、声問 

26 2 

天北地区 
恵北、樺岡、沼川、川西・曙、川南・天興、     
豊別、上声問、曲淵、増幌・下増幌 

10 2 

宗谷地区 富磯、宗谷、第一・二清浜、宗谷岬、東浦 6 2 

合 計  111 12 

 

 

                                               〔活躍の場づくりの視点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             『IKIGAI』（エクトル・ガルシア著）より 

 

収入が得られること 

好きなこと 

得意なこと 

社会に求めら
れていること 

いきがい 
桜の植樹写真 
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基本目標４ 適切な支援につなぐ仕組みをつくります 

 

【現状と課題】 

○相談支援体制としては、高齢者支援の分野では、地域包括支援センターと在宅介護支援セン

ターの連携をはじめ、地域包括支援センター内に「在宅医療・介護連携相談窓口」を設置  

して、包括的な相談支援体制を構築しています。また、地域ケア会議や、医療・介護連携   

推進検討会議などを開催し、関係者による情報共有や事例検討などを行い、関係者の資質の 

向上に努めています。 

 

○障がい者支援の分野では、保健福祉センター内に基幹相談支援センターを設置するとともに、

自立支援協議会を設置して、相談支援体制の強化を図ってきました。 

 

○子育て支援分野では、マタニティ教室や、すくすく赤ちゃん教室などの開催を通じて、   

親同士の交流の場を提供しています。市内３ヶ所の保育所に子育て支援センターを併設して、

親同士の交流の場を提供しているほか、乳幼児期の親の不安や悩みの相談に応じるため家庭

児童相談員、母子・父子自立支援員、ファミリー・サポート・センター アドバイザー、また

就学前アドバイザーなどを配置して、安心して相談できる体制を構築しています。 

 

〇また、生活困窮者のための自立生活支援センターを設置し、就労や経済的な困りごとを相談

できる体制を整えているほか、定期的に「ふれあい総合相談所」を開設しています。（いずれ

も社会福祉協議会内） 

 

○個別部門の相談支援体制は、各々充実が図られており、分野横断的な支援については、個別

にケース会議を開催するなどして対応しています。さらに分野を超えた包括的な相談支援 

体制のあり方については、今後、検討を進める必要があります。 

 

〇福祉サービスに関する情報提供については、各分野で、冊子の発行やアプリの運用など、様々

な情報媒体を用いて情報提供を行っており、必要な情報が届きやすくなりましたが、アンケ

ートでも福祉サービスを提供する制度や組織の認知度については、年齢別・居住地域別に差

がみられ、また、サービスに関する情報が不足しているという意見（地域福祉ワークショッ

プ）も複数あることから、さらにわかりやすく興味を持ってもらえるような情報提供が求め

られています。 

 

〇どこに行けば必要な情報が手に入るかなどについて、さらに周知を図るとともに、今後も、

情報を必要としている年代層や生活環境に合わせた情報提供について、さらに工夫して進め

ていく必要があります。 
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〇支援に必要な情報共有について、個人情報保護の観点から、民生委員・児童委員や町内会の

活動の中で、地域福祉を進めるために必要な情報が得られない（現在は住所・氏名・年齢・

性別の４情報を提供）という声もあり、情報共有のための互いの意識づくりを進める必要が

あります。認知症行方不明高齢者の捜索や事前登録における見守りのための情報共有につい

ては、関係者と検討を進めています。 
 

〇各分野でのサービス基盤は、各々個別計画に基づき整備を進めていますが、特に高齢者の 

生活を支える体制づくりでは、各地域に出向き、地域の現状や課題、また具体的な取組など

について話し合いながら、その地域に望ましい取組となるよう地域住民と協働で事業に取り

組んでいます。 

 

〇また、地域での活動に活用してもらうため、介護予防サポーター養成講座や高齢者サロン 

などの通いの場で、脳トレなどの技術提供や、介護予防や見守り活動に関する知識や情報の

提供を行っています。 

 

【取組の方向性】 

１．高齢者、障がい者、子育て支援の充実 

◇個別分野の支援の充実はもちろんのこと、制度の縦割りを超えて必要な支援を柔軟に   

確保できる、共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等が提供されるような包括

的な支援体制の構築を目指します。 

◇買い物弱者や交通弱者、除雪困難者等、日常生活に何らかの支障をきたしている方への

支援に努めます。 

◇適切な支援が行えるよう、福祉の専門職等の確保と育成に取り組みます。 

２．生活困窮者、就労が困難な方等への支援の充実 

◇生活困窮者や就労に困難を抱える人、社会復帰が困難な人への横断的な自立支援を進め

ます。 

◇ひきこもりなど制度の狭間にいる人や複合化した課題をもつ世帯への相談支援体制の 

充実を図ります。 

３．権利擁護の推進 

◇高齢者、障がい者、子どもに関する虐待防止法に基づき、全ての人の人権が守られる  

よう取組を進めるとともに、家庭内で虐待を行った保護者等を支援します。 

◇成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度の利用を促進するなど、権利擁護の取組

を進めるとともに、サービスの質の向上を図ります。 

４．地域の中での見守り体制・相談機能の充実 

◇貧困や子どもへの虐待といった家庭環境等に起因する問題や、自殺や孤独死など社会的 

孤立等が原因となる問題を発生させないための予防のため、地域を巡回する民間事業者

などとも連携し、地域における支え合い、見守り体制の構築を図ります。 

◇民生委員・児童委員、赤十字奉仕団、保護司会、人権擁護委員の活動支援や、地域での 

見守り体制、相談機能の充実を図ります。 
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５．相談支援機関の連携体制の構築・強化 

◇地域において、身近な相談機能の充実を図ります。 

◇個別分野にとらわれない包括的な相談支援体制の充実を図ります。 

６．福祉サービスなどの情報提供の充実 

◇全ての市民が地域や福祉に関するあらゆる情報を入手・発信ができ、情報共有を可能に

するための仕組みづくりを進めます。 

 

【取組の主体と取組内容】 

自助（市民） 

○地域内での問題や課題について、地域等に情報を提供します。 

○買い物や除雪作業など地域の中で困っている人がいたら、隣近所同士で協力し合います。 

共助（地域・福祉関係者） 

○買い物や除雪作業など、困っている人がいたら、地域の中で協力して行います。 

○見守り活動などを通じて、地域においてサービスの利用に結びついていない要支援者の

把握に努めます。 

○地域において、民生委員・児童委員の役割の周知を進めるとともに、身近な相談を実施

します。 

○福祉サービスなどを提供する事業者における相談機能の充実を図ります。 

○地域で各種サービスなどについての説明会や専門家による講話や研修会を開催します。 

○機関紙やホームページなどの活用を検討し、積極的な情報発信に努めます。 

○地域内の各種サービスについての情報を収集・整理し、情報の共有化を図ります。 

〇事業活動の中で把握した支援が必要な世帯について、行政などの機関に情報提供し、  

連携しながら、見守り支援を行います。 

公助（市・社会福祉協議会） 

〔高齢者、障がい者、子育て支援の充実〕 

○除雪作業が困難な世帯への除雪体制について、地域と一緒に考え、取り組みます。 

○高齢者、障がいのある人、妊婦などの移送ニーズを把握して、移動に支援が必要な方の

通院や社会参加などのための移送サービスの充実について検討します。 

〇各分野の個別計画に基づき、高齢者、障がいのある人、子ども・子育てなどのサービスの

充実を図ります。 

〇地域福祉の強化のための（地域共生社会の実現に向けた）、組織・機構のあり方を検討  

します。 

〇共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス展開により、利用者に必要な支援の確保

と生活の質の向上が図られるよう、活用できる補助金やサービス提供の仕組みなどに 

関する情報を提供するなどして事業化を支援します。 

〇福祉人材（有資格者など）の確保と育成支援を担う「福祉人材バンク」の活用について 

検討します。 
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〔生活困窮者、就労が困難な方等への支援の充実〕 

〇生活に困窮する本人や家族などに、自立生活支援センターを周知し、必要な支援につな

がるよう広報活動に努めます。 

〇生活に困窮する人の自立の支援につながる事業の拡充を検討します。 

〇ひきこもりやニートの問題に対応できる相談支援体制について検討します。 

〇子どもの貧困プロジェクトでの対策の検討と、子どもの学習支援（グングン塾）を継続

して実施します。 

〇地域における課題やニーズを発見し、新たな活動に結びつけたり、困りごとを相談窓口

へとスムーズにつなげるための生活支援コーディネーターなど、地域福祉のコーディ 

ネーター役となり得る人材について、適正な配置を検討します。 

〇現状の縦割りのサービスでは対応できない制度の狭間にいる人の困難さを解決する  

ため、関係部署や関係機関が検討する機会を設けます。 

〔権利擁護の推進〕 

○虐待の未然防止・早期発見を図るために、地域の見守りのネットワークを活用すると  

ともに、マニュアルに基づく対応と、虐待した保護者等のおかれている環境など課題に

着目した支援を行います。 

〇市民後見人の活動を支援するとともに、成年後見制度利用促進計画の策定と中核機関の

設置を検討します。 

○地域においてサービスの利用に結びついていない要援護者の相談支援を充実します。 

また、現在実施している各種サービス事業の周知・普及に努め、利用者がわかりやすい

相談窓口体制の整備に努めます。 

〇人権擁護委員による特設人権相談等、人権侵害に関する相談窓口を周知するとともに、

法務局や人権擁護委員協議会等の関係機関との連携を強化し、市民が安心して相談でき

る体制の充実を図ります。 

〔地域の中での見守り体制・相談機能の充実〕 

〇認知症や障がいなどにより徘徊する人の安全を守るため、地域での見守り体制を構築 

します。 

○地域の見守り活動のための情報収集及び情報提供に努めます。 

○個人情報保護条例や情報公開条例に基づき、個人情報の保護や活用に関する取組を進め

るとともに、地域福祉における必要な個人情報の活用について、検討します。 

〇要援護者の把握や情報共有についてルールを定め、日常的な見守り活動や緊急時の対応

に活用します。 

〇孤立しがちなひとり暮らしの高齢者等について、防火査察を実施して安否確認等を行い 

ます。また、在宅介護支援センターによる巡回を行うとともに、日常の変化にいち早く

気づき対応できるよう、個人宅に配送などを行っている事業者と協定を結び、協力を得

ながら見守ります。 

〇地域の身近な相談役として、困りごとの相談や見守り活動などを積極的に行っている 

民生委員・児童委員や福祉委員（社会福祉協議会理事長が委嘱）の活動について、地域 

住民の理解促進などに取組み、活動しやすい環境づくりを進めます。【再掲】 

〇保護司会、人権擁護委員協議会、赤十字奉仕団など、地域活動を推進する既存の組織の

活動を支援します。【再掲】 
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〔相談支援機関の連携体制の構築・強化〕 

○市の福祉、保健、医療などの窓口において職員の各種制度等についての情報の共有化を

図るとともに、高齢・障がい・子ども子育て支援・生活困窮などの各分野が連携しな   

がら、わかりやすい冊子等の作成や、情報提供方法を工夫して、必要な人に必要な情報

が届くよう努めます。また、複合的な相談に対しても支援がスムーズに行えるワンスト

ップ窓口体制の整備を検討します。 

〇子育て世代地域包括支援センターの設置、発達障がいに関する相談窓口の機能強化につ

いて検討します。 

〔福祉サービスなどの情報提供の充実〕 

○市の各担当部署や機関、社会福祉協議会について、各々の担当や役割について周知を  

進め、地域との連携を強化します。 

○広報紙「広報わっかない」や社会福祉協議会広報紙「社協だより稚内」やホームページ等

の充実を図り、市民への情報提供を進めます。 

〇福祉に関する支援を必要とする人が、必要な情報をいつでも得られるような仕組みづく

りを進めます。また、情報の入手が困難な人へのきめ細かい配慮や、専門用語による難

しい表現ではなく、平易な言葉を使った説明など、わかりやすい情報を提供するための   

工夫と充実を図ります。 

○地域の会合などに職員が出向き、地域福祉に関する情報を提供します。 

 

 

 

 

相談窓口、民生委員・児童委員活動等についての写真や情報等を掲載、くらしの便利お助け帳など

の紹介予定。 
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基本目標５ 安全で安心して暮らせる環境をつくります 

 

【現状と課題】 

○新たに公共施設を整備する際には、バリアフリーを考慮した施設整備を進めてきました。 

学校や公共施設の整備にあたっては、バリアフリー化、ユニバーサルデザインを進めてきま

したが、今後の施設整備についても同様に取り組んでいく必要があります。 

 

○公営住宅（市営・道営）の建設は、北海道のユニバーサル指針に基づき整備しており、改築

の際にはバリアフリー化を進めるとともに、公園遊具の安全点検と計画的な更新、公共灯の

LED 化など、安心して暮らすことができる住環境整備を進めてきました。 

 

○高齢者や障がいのある人の交通手段として、移送サービス事業を行う事業者が増え、選択肢

が増えるとともに、ユニバーサルデザインのタクシー車両が導入されるなど、民間事業者に

よる移動・交通手段の充実が進められています。交通需要の少ない地域においては、予約制

の乗り合いタクシーやスクールバス住民混乗を導入するなど、交通空白地域を生み出さない

まちづくりに取り組んでいますが、移動や買い物について不安を抱える市民が少なくない 

ことから、今後、対応策について検討していく必要があります。 

 

○自主防災組織の立ち上げを支援しており、すでに８つの地区で自主防災組織が結成されま 

した。各々が自主的に行う訓練への支援や意見交換会の実施を通して、組織活動の活性化を

図っています。自主防災組織の防災力を高めるため、既存の自主防災組織の活性化（訓練  

支援、講座等）を図るとともに、未結成の町内会に対しては、意見交換会などを通じ、その

必要性を理解してもらい組織化を促す必要があります。 

 

○「稚内市避難行動要支援者避難支援計画」を策定し、災害時の避難の際、高齢者や障がい者

が安心して避難できるよう、本人の同意を得ながら、支援が必要な人の把握を進めています。

災害時には、要支援者に的確に情報を伝達するとともに、避難支援等関係者や地域住民が 

要支援者を適切に避難所へ誘導できるよう、個別の支援計画作成についても検討を進める 

必要があります。 

 

○交通安全と防犯向上のため、公用車に青色回転灯搭載車両を導入し、青色パトロールを実施

しています。防犯関係団体とともに防犯運動の啓発を実施しているほか、町内会の協力を 

得てスクールガードボランティアによる子どもの見守り活動が続けられています。スクール

ガード活動を支援して、地域での防犯活動や安全対策を進める必要があります。 

 

〇国全体では犯罪件数が減少傾向にあるものの一度罪を犯してしまった人の再犯率が一貫 

して上昇していることから、2016（平成 28）年 12 月に「再犯の防止等の推進に関する法律」

が施行され、更生保護の観点から、国とともに地方自治体に再犯防止等に関する施策を講じ

る責務が求められています。 
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【取組の方向性】 

１．住みやすい生活環境の整備 

◇全ての市民が安心して暮らせることができるように、バリアフリー化及びユニバーサル 

デザインを推進します。 

◇誰もが気持ちよく暮らせるよう、公共のマナーが守られた生活環境づくりを進めます。 

２．緊急時・災害時対策の充実 

◇緊急時・災害時に備え、地域において防災対策を進めます。 

３．地域における防犯・安全対策の充実 

◇事故や犯罪にあわないよう、地域において交通安全や防犯への取組を進めます。 

 

【取組の主体と取組内容】 

自助（市民） 

○外出が困難な方の外出手助けをできる範囲で行います。 

○自主防災組織や防災活動に積極的に参加します。 

○隣近所における支援が必要な人の把握に努めます。 

○地域における見守りや声かけを行います。 

○交通ルールやゴミ出しマナーなどを守り、交通安全や環境美化に努めます。 

〇防災や AED の操作、消費者問題などに関する研修に積極的に参加します。 

〇公共施設や道路などについて、障がいのある人などが利用しにくい箇所を把握して、  

地域や行政に情報提供します。 

共助（地域・福祉関係者） 

○外出が困難な方の外出手助けをできる範囲で行います。 

○自主防災組織づくりを進めるとともに、地域において防災活動を実施します。 

○地域の中で支援が必要な人の把握に努めます。 

○地域の中で防災マップづくりを進めます。 

○スクールガードボランティアによる、子どもたちの見守りを続けます。 

〇公園や緑地に設置される遊具や設備などに破損や故障などを見つけたら、管理者に連絡

します。 

公助（市・社会福祉協議会） 

〔住みやすい生活環境の整備〕 

○公共施設、市営住宅等におけるバリアフリー化やユニバーサルデザインを推進します。 

〇誰もが住み慣れた地域で住み続けることができるよう、空き家や空き店舗などの有効 

活用も踏まえて、高齢者や障がいのある人、子育て世代などの住まいのあり方について

検討します。また、これらの人が共に支え合いながら共同で生活できる住まいについて

検討します。 
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○マナーをもったペットの飼い方、ゴミの排出マナーの徹底などについて、啓発を行い、

安心して暮らすことのできる住環境を整備します。 

○公園や緑地の施設や遊具を点検して、安全管理を徹底します。 

○地域や関係団体等と連携して、不法投棄の防止やゴミの適正な排出を推進し、地域の  

美化運動を推進します。 

○道路標識などの交通安全施設や道路の維持補修、歩道の段差解消、公共灯等の整備を   

行い、歩行者空間の安全確保に努めます。 

〔緊急時・災害時対策の充実〕 

〇防災意識を高めるため研修会の開催などを行います。 

〇災害時要援護者への登録を進めるとともに、高齢者や障がいのある人の特性に応じた 

情報提供や避難所運営に取り組みます。 

〇要援護者の把握や情報共有についてルールを定め、日常的な見守り活動や緊急時の対応

に活用します。【再掲】 

○地域における自主防災組織づくりを進めるとともに、防災活動を活性化します。 

〔地域における防犯・安全対策の充実〕 

○スクールガードボランティアなどの協力を得ながら、地域ごとの防犯活動や安全対策を

進めます。 

〇保護司に欠員が生じないよう取り組むとともに、罪を犯してしまった人を必要な支援に

つなげられるよう保健医療や福祉関係者との情報交換の場をつくります。また、地方  

再犯防止推進計画の策定を検討します。 

〇関係機関により組織する消費者被害防止連絡会で、情報交換を行い必要な対応を行うと

ともに、定期的に機関紙を発行するなどの啓発活動を通じ、市民が消費者被害に巻き  

込まれないよう取り組みます。 
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自主防災組織、スクールガード等についての写真や情報等掲載予定。 
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基本目標６ 誰も自殺（自死）に追い込まれることのない地域社会 

       をつくります 
 

【現状と課題】 

〇国から提供された「地域自殺実態プロファイル 2017」によると本市の自殺者数は、   

2012（平成 24）年から 2016（平成 28）年の合計で 48 人（男性 36 人、女性 12 人）とな

っており、自殺者数は、ほぼ 10 名前後で推移しています。自殺死亡率（人口 10 万人当た

りの自殺による死亡率）は全国・全道と比較して、高い状況となっています。また、性別

でみると、男性の自殺者数が５年間平均で 75%となっており、全国・全道と比較して男性

の占める割合が 高くなっています。年齢別では男性 70 歳代と男性 30 歳代から 40 歳代

の自殺死亡率が 高くなっています。 

 

〇また、国は、同プロファイルにおいて本市の自殺（自死）対策の課題として、「高齢者」、

「生活困窮者」、「勤務又は経営」の３点を掲げています。 

 

〇高齢者については、具体的に「包括的な支援のための連携の推進」、「地域における要介護

者に対する支援」、「高齢者の健康不安に対する支援」、「社会参加の強化と孤独・孤立の  

予防」としています。 

 

〇生活困窮者については、「相談支援、人材育成の推進」、「居場所づくりや生活支援の充実」、

「自殺対策と生活困窮者自立支援制度との連動」としています。 

 

〇勤務・経営においては、「職場におけるメンタルヘルス対策の推進」、「過労自殺を含む  

過労死等の防止について」、「長時間労働の是正」、「ハラスメント防止対策」としています。 

 

「自殺」と「自死」の併記の考え方について 

国が推進すべき自殺対策の指針として定めた自殺総合対策大綱には「自殺は、その多く

が追い込まれた末の死」との基本認識が示されており、自殺とは個人の自由な意思や選択

の結果ではないとされています。 

こうした中、「自殺」という言葉に「殺す」という文言が含まれることにより、遺族が 

受ける感情的な意味合いから、遺族の心情に配慮した「自死」への言い換えについて、  

各自治体や関係団体において議論されているところです。 

しかしながら、「自死」の表記を全国的に統一しているのは「自死遺族」との表記など 

遺族に関わる施策や表現をする場合のみで、その他で統一された「自殺」と「自死」の   

使い分けや「自殺」を「自死」に言い換える特段の定めはなく、使用する各自治体や関係

団体の判断に委ねられているのが現状です。 

本市としては「自死」という表記は、自殺に対する偏見や差別をなくし、本人の尊厳を

守るとともに、遺族の心情に配慮できるものであると考えますが、市民への定着状況を 

踏まえ、当面は「自殺」と「自死」を併記することにしたいと考えます。 

ただし、法律名や国からの通知文書の引用、「自殺者数」「自殺死亡率」等の統計データ

中の表記、その他、「自殺未遂」「自殺願望」等の慣用的に使われ定着している熟語で   

「自殺」を用いている場合は併記しないこととします。 
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＜ 自殺者数と自殺死亡率の推移 ＞ 

（人数：人） 

 
2012 年 

(平成 24) 
2013 年 

(平成 25) 
2014 年 

(平成 26) 
2015 年 

(平成 27) 
2016 年 

(平成 28) 
合計 平均 

自殺者数（稚内市） 5 12 10 12 9 48 9.6 

自殺死亡率（稚内市） 13.2 32.0 26.8 32.6 24.9 - 25.8 

自殺死亡率（全国） 21.8 21.1 19.6 18.6 17.0 - 19.6 

自殺死亡率（全道） 23.1 22.2 20.7 20.1 18.1 - 20.9 

【自殺死亡率：人口 10 万人当たりの自殺（自死）による死亡率】 

 

＜ 自殺者の性別の状況 ＞ 

（人数：人、率：％） 

※資料「厚生労働省地域における自殺の基礎資料」 

 

＜ 性・年代別（2012（平成 24）～2016（平成 28）年平均）の状況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料「地域自殺実態プロファイル」2017  

 
区分 

2012 年 
(平成 24) 

2013 年 
(平成 25) 

2014 年 
(平成 26) 

2015 年 
(平成 27) 

2016 年 
(平成 28) ５年間合計 

人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 

稚

内

市 

男性 4 60.0 9 75.0 9 90.0 8 66.7 6 66.7 36 75.0 

女性 1 20.0 3 25.0 1 10.0 4 33.3 3 33.3 12 25.0 

合計 5 100.0 12 100.0 10 100.0 12 100.0 9 100.0 48 100.0 

全 

国 

男性 18,485 69.9 18,586 68.7 17,219 68.3 16,499 69.3 14,964 68.9 85,753 69.0 

女性 7,948 30.1 8,455 31.3 7,999 31.7 7,307 30.7 6,739 31.1 38,448 31.0 

合計 26,433 100.0 27,041 100.0 25,218 100.0 23,806 100.0 21,703 100.0 124,201 100.0 

全 

道 

男性 821 70.1 844 69.4 778 68.8 729 66.7 689 70.4 3,861 69.1 

女性 350 29.9% 372 30.6 352 31.2 364 33.3 289 29.6 1,727 30.9 

合計 1,171 100.0 1,216 100.0 1,130 100.0 1,093 100.0 978 100.0 5,588 100.0 
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自殺（自死）対策の基本認識 

自殺（自死）は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを  

得ない状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。 

自殺（自死）に至る心理としては、様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺（自死）

以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に 

立たないという役割喪失感から、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、

危機的な状態まで追い込まれてしまうという過程であると見ることができます。 

また、自殺（自死）を図った人の直前のこころの状態を見ると、多くは様々な悩みにより  

心理的に追い込まれた結果、うつ病やアルコール依存症等の精神疾患を発症しており、これら

の精神疾患の影響により、正常な判断を行うことが出来ない状態になっていることが明らかに

なってきました。 

このように、自殺（自死）は個人の意思や選択の結果ではなく、その多くが追い込まれた末

の死であるといえます。 
 

自殺（自死）対策の基本方針 

本市では、上記の基本認識を踏まえ、次の基本方針に基づき対策を進めます。 

自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因」より、失業

や多重債務、生活困窮等の「生きることの阻害要因」が上回った時に、自殺（自死）リスクが

高まるとされています。 

そのため、自殺（自死）対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きる

ことの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺（自死）リスクを低下させる

方向で推進する必要があります。地域福祉計画に盛り込む「生きる支援」に関連するあらゆる

取組を総動員して「生きることの包括的な支援」として推進します。 
 

【取組の方向性】 

１．地域におけるネットワークの強化 

◇自殺（自死）は地域の課題であるという認識を共有し、様々な問題に対応可能な相談  

体制の充実を図ります。 

２．こころの健康づくりを支える人材の育成 

◇自殺（自死）に関する正しい知識の普及や、自殺（自死）の危険を示すサインに気づき

適切な対応（声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなげ、見守る）ができる   

ゲートキーパーなど、自殺（自死）対策に係る支援者を育成します。 

３．住民への啓発と周知 

◇相談機関等に関する情報を共有するとともに、自殺（自死）対策に対する理解を深め  

ます。 

４．こころとからだの健康につながる支援の充実 

◇いのちを大切にし、豊かなこころを育むための支援や、自ら相談できる意識の醸成に 

取り組みます。 

◇生涯を通じ健康にいきいきと暮らせるよう、こころとからだの健康の充実を図ります。 
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【取組の主体と取組内容】 

自助（市民） 

○自らの命を大切にします。 

○ストレスの対処法を身に付けます。 

○自らの心の不調に気づいたら、早めに専門機関に相談します。 

〇自殺（自死）の要因となり得る、生活困窮・児童虐待・性暴力被害・ひきこもり・LGBT 

(性的マイノリティ)等について理解を深めます。 

〇自殺（自死）に対する正しい知識や理解を深めます。 

〇いじめは人権を侵害する決して許されない行為であると認識します。 

〇いじめを発見した場合には、学校や関係機関に速やかに連絡をします。 

共助（地域・福祉関係者） 

○地域で孤立する人を防ぐため、普段から近隣や身近な人への声掛けなどをします。 

〇世代間ギャップを埋めるための世代間交流を促進します。 

〇身近な人の変化に気づいたら、声をかけ、話を聞き、悩んでいたら専門機関に相談する

よう勧め、温かく寄り添いながらじっくり見守るようにします。 

〇児童や生徒が健やかに成長できるよう地域で見守ります。 

○高齢者の単身世帯などに、日常的に気を配り、異変を感じたら、ためらわず関係機関等

に連絡します。 

公助（市・社会福祉協議会） 

〔地域におけるネットワークの強化〕 

〇自殺（自死）対策に関わる様々な職種との連携を行います。 

〇孤立しがちなひとり暮らしの高齢者等について、防火査察を実施して安否確認等を行い 

ます。また、在宅介護支援センターによる巡回を実施します。【再掲】 

〇地域コミュニティ活動について意識啓発を図り、町内会活動の活性化を図ります。【再掲】 

〇要援護者の把握や情報共有についてルールを定め、日常的な見守り活動や緊急時の対応

に活用します。【再掲】 

○スクールガードボランティアなどの協力を得ながら、地域が自主的に行う防犯活動や 

安全対策を支援します。【再掲】 

〇関係機関が協力してネットワークを強化します。 

〔こころの健康づくりを支える人材の育成〕 

○悩んでいる人に寄り添い支援できる人の育成のためゲートキーパーを確保・養成します。 

〔住民への啓発と周知〕 

〇児童や生徒に対し、いのちを大切にし豊かな心を育むための支援を行います。 

〇自殺（自死）に関連する正しい知識や情報の普及啓発を行うとともに、自殺予防講演会

を開催します。 

〇相談機関を市民に発信するためのリーフレットを作成し周知します。 

〇心身の健康づくりに関する正しい知識や技術の普及を行います。 
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〇働く年代のストレス解消や・快適な睡眠に向けての情報を発信します。 

〇認知症に関連する講座の実施や認知症の方やその家族への相談支援等を行います。 

〇誰もが年齢問わず豊かな人生を送れるよう生涯学習を推進します。 

〇虐待やドメスティックバイオレンスに関連する正しい知識を普及し 、 相談支援を行います。 

〇LGBT(性的マイノリティ)に関する正しい知識を普及し、相談支援を行います。 

〇妊娠・出産・育児の相談やこころの安定につながる支援を行います。 

〇いじめや不登校、問題行動等の相談や指導を行います。 

〇生活困窮者の相談や就労等の自立支援を行います。 

〇一人親家庭等へ就労支援や生活相談等を行います。 

〇消費生活に関する相談を行います。 

〔こころとからだの健康につながる支援の充実〕 

○介護予防事業のさらなる推進を図ります。 

〇老人クラブ等への支援を行います。 

〇高齢者の外出や移動の支援、居場所づくりにより社会参加の促進を進めます。 

〇高齢者の豊かな経験を活用して、シルバー人材センターと連携を図りながら、生きがい

をもって活躍できる場の創出に取り組みます。【再掲】 

〇障がいのある人や生活困窮者などの自立に向けた意思を支援するため、福祉以外の分野

に働きかけながら、一人ひとりにあった就労の場をつくるという発想に立った取組を 

進めます。【再掲】 

〇障がいのある人の居場所づくりを支援します。また、各種活動への支援や手話・要約筆

記等のボランティア養成等を行います。 

〇地域における支え合いを進めることで、高齢者や障がいのある方の自立した生活を支援

します。 

〇家族を介護する方への相談や情報提供等や一時的に家族から離れる機会を提供します。 

〇小中学校にスクールソーシャルワーカーを派遣するほか、不登校の児童の居場所として

つばさ学級を引き続き開設します。 

〇ボランティア団体や NPO、市民団体が行う地域活動を支援するとともに、「担い手不足」

や「資金調達」といった課題解決に向け、参加したり、活動を支援してもらえるよう、 

多くの人に活動を知ってもらうための広報や PR の機会の充実に努めます。【再掲】 

〇様々な場所で活動できるボランティアの養成や活動を支援します。 

〇在宅医療と介護の連携やネットワーク構築を進めます。 

○健康に関する講座や検診等、保健サービスの利用促進に努めるとともに、市民の健康  

意識を高めるため、健康に関する研修会等の機会の充実を図ります。 

○安全・安心に暮らせるよう地域医療の確保とともに、医療機関の適正な利用の啓発等に

努めます。 

 

 

 

 

 



81 

 

健康づくり等についての写真や情報等掲載予定。 
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第５章 計画の推進 

１．計画の進捗管理 

 

本計画の進捗状況の点検・見直しについては、必要に応じて行うこととし、稚内市保健医療

福祉審議会が稚内市からの点検・見直し結果の報告を受け、市長に対し意見を述べることで 

評価を行います。 

審議会の意見は、計画の見直しや関連する施策に反映されるものとします。 

 

 

２．市における計画の推進 

（１）庁内推進体制の整備 

地域福祉に関わる課題や問題は、福祉、保健、医療はもとより、教育、市民活動、まちづく

り、建設、経済など庁内の担当部局も多岐に及びます。 

地域福祉に関する課題や問題を、あらゆる分野の部局が共有し、関連する部局間で連携して

取り組める体制づくりを進め、全庁的に本計画を推進していきます。 

（２）市職員の意識や資質の向上 

全ての市職員が、地域福祉に関わる課題や問題を共有し、高い意識を持ちながら各事業・  

施策に取り組む必要があります。 

市民や地域から信頼される市職員となるためにも、市職員の地域福祉に関する意識の向上を

図る取組を積極的に進め、市職員が地域に出向くことを重点的に推進します。 
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３．目標達成のための手立て ～ 指標 

 

【目 標 値】  

№ 

項  目 
現状値 

（2018 年度） 
目標値 

（2023 年度） 

指標の説明・設定の理由など 

１ 

福祉に関心がある人の割合 ％
％以上に

増加

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から 

２ 

福祉を必要とする人は、国や市町村など行政が支え
るべきと考える人の割合 

％
％以下に

減少

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から 

３ 

共生型拠点及び共生型サービス ０ヶ所 ３ヶ所

高齢者、障がい者、子育て中の親や子ども、その他地域の住民が自由に集える場、及び
高齢者や障がい児（者）が共に利用できるサービス事業所の数

４ 

ボランティア活動に参加している人の割合 ％
％以上に

増加

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から

５ 

民生委員・児童委員の地域の担当の方を知っている
人の割合 

％
％以上に

増加

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から

６ 

社会福祉協議会の活動内容を知っている人の割合 ％
％以上に

増加

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から

７ 

地域包括支援センターが何のためにあるか知ってい
る人の割合 

％
％以上に

増加

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から
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№ 

項  目 
現状値 

（2018 年度） 
目標値 

（2023 年度） 

指標の説明・設定の理由など 

８ 

基幹相談支援センターが何のためにあるか知ってい
る人の割合 

％
％以上に

増加

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から

９ 

子育て支援センターが何のためにあるか知っている
人の割合 

％
％以上に

増加

地域福祉計画策定のための「市民アンケート調査」から

10 

自主防災組織結成数 ８町内会 町内会

地域の中で、共助としての防災活動に取り組む組織が結成されている町内会の数

11 

自殺死亡率（人口 10 万対） 


（年）


国は、自殺死亡率を年間で％以上減少させるとしていることから、国の５年後の 
目標値とする。
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資料編 

１． 稚内市地域福祉計画庁内策定委員会 設置要綱 

２． 稚内市保健医療福祉審議会条例 

３． 「第２次稚内市地域福祉計画策定のためのアン

ケート」調査票 

４． 用語解説 
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１．稚内市地域福祉計画庁内策定委員会 設置要綱 

 

稚内市地域福祉計画庁内策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定に基づき、稚内市における福祉施策

推進の基本的な計画（以下「地域福祉計画」という｡）の素案を策定するため、稚内市地域福祉計

画庁内策定委員会（以下「委員会」という｡）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、その結果を稚内市庁内会議規程（平成

12 年稚内市訓令第 11 号）第２条第１号に規定する経営会議に報告する。 

(１) 地域福祉計画の素案の策定に関すること。 

(２) 地域福祉計画の素案の策定に伴う各施設、団体、機関等との協議に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、地域福祉計画のために必要なこと。 

（委員会の構成） 

第３ 委員会は、次に掲げる者によって構成する。 

(１) 委員長 

(２) 副委員長 １人 

(３) 委員 若干人 

２ 委員長は、生活福祉部地域共生社会対策監をもって充てる。 

３ 副委員長は、教育部子ども子育て対策監をもって充てる。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第４ 委員長は、委員会の会議（以下「会議」という｡）を招集し、これを主宰する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５ 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことはできない。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明を求め、若しくは意

見を聴き、又は関係所属に対し、資料の提出を求めることができる。 

（幹事会） 

第６ 委員会は、第２各号に掲げる事項に関する基礎的な調査及び検討を行うため、幹事会を置く

ことができる。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる課の職員のうち、当該課の所属長が推薦する職員の中から委員長

が指名する者をもって構成する。 

（庶務） 

第７ 委員会及び幹事会の庶務は、生活福祉部社会福祉課において行う。 

（議事等） 

第８ この要綱に定めるもののほか、委員会及び幹事会の議事その他運営に関し必要な事項は、委

員長が会議に諮って定める。 
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別表第１（第３関係） 

まちづくり政策部地方創生課長 

総務部総務防災課長 

生活福祉部総合窓口課長 

生活福祉部長寿あんしん課長 

生活福祉部地域包括ケア推進担当主幹 

生活福祉部健康づくり課長 

生活福祉部保健事業担当主幹 

建設産業部都市整備課長 

建設産業部土木課長 

建設産業部水産商工課長 

環境水道部くらし環境課長 

教育部学校教育課長 

教育部社会教育課長 

別表第２（第６関係） 

まちづくり政策部地方創生課 

総務部総務防災課 

生活福祉部総合窓口課 

生活福祉部社会福祉課 

生活福祉部長寿あんしん課 

生活福祉部健康づくり課 

建設産業部都市整備課 

建設産業部土木課 

建設産業部水産商工課 

環境水道部くらし環境課 

教育部学校教育課 

教育部社会教育課 

教育部こども課 

 

附 則 

この要綱は、平成 23 年１月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年６月 26 日から施行する。 
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２．稚内市保健医療福祉審議会条例 

 

稚内市保健医療福祉審議会条例 

 

（設置） 

第１条 本市における保健医療及び社会福祉に関する重要事項を調査及び審議するため、市長の諮

問機関として稚内市保健医療福祉審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。 

(１) 障害者、高齢者及び児童の保健医療並びに社会福祉に関すること。 

(２) 地域医療に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 保健医療及び社会福祉に関する事業等に従事する者 

(２) 学識経験者 

(３) 公募による市民 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議

長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、審議会に専門部会を設置することができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、生活福祉部において行う。 

（規則への委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年３月26日条例第１号） 

この条例は、平成14年４月１日から施行する。 
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３．「第２次稚内市地域福祉計画策定のためのアンケート」調査票 

 

アンケート調査票掲載予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

４．用語解説 

 

ア行 

◆ＡＥＤ【エー・イー・ディー】（Automated External Defibrillator：自動体外式除細動器） 

  心停止になったときに、電気ショックを与えて、正常な働きに戻すことができる医療機器。 

 

◆青色防犯パトロール 

  警察のパトカー以外の乗用車に青色の回転灯を装備して行う防犯パトロール。稚内市では、 

市の公用車に青色回転灯を装着して使用することで、市内における防犯パトロールの役割を果た

し、犯罪の未然防止を図っている。 

  

◆ＮＰＯ【エヌ・ピー・オー】（Nonprofit Organization：民間非営利組織） 

  ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。 

 

◆LED【エル・イー・ディー】（light emitting diode） 

  発光ダイオード。現在、照明器具の主力光源となっており、これを用いた LED 灯は、従来の 

水銀灯やナトリウム灯などと比較して視認性が高く、また消費電力が低い上に寿命が長くコスト

の低減が図られることから、稚内市では順次、LED 灯への移行を進めている。 

 

◆LGBT【エル・ジー・ビー・ティー】（性的マイノリティ） 

  「Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）」、「Gay（ゲイ、男性同性愛者）」、「Bisexual（バイ   

セクシャル、両性愛者）」、「Transgender（トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認  

する性の不一致）」の頭文字をとった言葉で、「性」の在り方が多数派とは異なる人の総称として

使われる。 

 

カ行 

◆介護予防サポーター 

  地域における介護予防の普及啓発活動及び地域活動を担うボランティアで、市が主催する養成

講座を受講した後、町内会やサロンなどの地域単位の通いの場において、住民が主体となった 

介護予防の活動を行う。 

 

◆基幹相談支援センター 

  地域の障がい相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体・知的・精神）及び成年後見制度

利用支援事業を実施する機関。 

 

◆虐待 

  むごい扱いをすること。習慣的に暴力をふるったり、冷酷な接し方をすること。対象にもよる

が、一般的には次の５つに分類される。 

  １．身体的虐待 

  ２．心理的虐待 
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  ３．性的虐待 

  ４．経済的（金銭的）虐待 

  ５．ネグレクト（養育放棄・無視） 

 

◆協働 

  同じ目的のために、対等の立場で協力してともに働くこと。 

 

◆ゲートキーパー 

  自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、

見守る）を図ることができる人。「命の門番」。 

 

◆権利擁護 

  意思能力が十分でない認知症高齢者や知的障がい者などが、人間としての尊厳や生まれながら

持っている権利を守られ、当たり前に社会生活を営めるように、制度・組織や専門家によって  

擁護されること。 

 

◆子育て支援センター 

  ０歳から就学前の子どもと親を対象とし、子どもの発達に応じた遊びや同年代の子どもたちが

集まる集団遊びが体験できるほか、子育て家庭の育児不安等の相談指導などを行う拠点施設。 

 

◆子ども安全育成センター 

  子どもたちの安全・安心を守る防犯活動や非行防止のため、街頭補導や啓発活動などを行う 

ことを目的として教育委員会に設置している組織。 

 

◆コミュニティ 

  人々がともに生活を営む一定の地域、またその人々の集団。地域コミュニティ。 

 

サ行 

◆サロン 

  地域に住む人々が気軽に集まれる交流の場。 

 

◆自主防災組織 

  災害対策基本法第５条２に規定される「自分たちのまちは自分で守る」という、地域住民の  

連携に基づいて結成される地域住民による任意の防災組織。 

 

◆児童委員 

  地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるよう、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠

中の心配ごとなどの相談・支援などを行う人。民生委員が兼ねている。本市における委嘱状況等

は P65 参照。 

 

◆社会福祉協議会 

  社会福祉に関する事業、活動を行うことにより、「地域福祉の推進を図ることを目的とする」と

社会福祉法第 109 条に明記されている社会福祉法人で、住民と福祉事業関係者に広く関わる団体
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として、地域福祉推進の中核的役割を担う組織。本計画では、「社会福祉法人 稚内市社会福祉  

協議会」のことをいう。 

 

◆シルバー人材センター 

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、高年齢者が働くことを通じて生きがい

を得るとともに、その技能や経験を活かして地域社会の活性化に貢献する組織。 

 

◆人権擁護委員 

  P58 参照。 

 

◆スクールガードボランティア 

 児童・生徒が犯罪に巻き込まれないよう、学校内や周辺地域（通学路など）を見回りするボラ

ンティア。 

 

◆スクールソーシャルワーカー（SSW） 

 子どもの家庭環境による問題に対処するため、原因となっている子どもの生活環境に援助の 

焦点を当て、家庭、学校、地域との間で必要な調整を行う人。社会福祉士や精神保健福祉士の    

資格を持っていることが望ましいとされる。 

 

◆生活困窮者 

  経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある人。 

 

タ行 

◆地域資源 

  地域にある福祉に係わる施設や人材のこと。 

 

◆地域包括支援センター 

  高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるように、高齢者の生活を総合的に支えて

いくための拠点。専門職が配置され、高齢者への総合相談・支援や介護予防のマネジメント、  

ケアマネージャーのネットワークや支援困難事例等への対応など、地域における高齢者への総合

的な支援を行う。 

 

◆特定健康診査 

  2008（平成 20）年度から 40 歳～74 歳の医療保険加入者を対象として導入された健康診断。

糖尿病や高脂血症、高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、

メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させるための特定健康指導を

必要とする人を的確に抽出するために行うもの。 

 

◆ドメスティックバイオレンス（Domestic Violence、ＤＶ） 

  家庭内における暴力行為。 
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ナ行 

◆認知症サポーター 

  認知症について正しく理解し、偏見をもたず、認知症の人や家族を温かく見守る支援者・応援

者。 

 

◆乗り合いタクシー 

  路線バスが小型のバスであっても供給過剰となるような輸送量しか見込めない地域や、いわ 

ゆる“交通弱者”の公共施設等への移送の手段として運行される。路線バスと同様に、運行日時・

路線・停留所を定めて運行するものや、全区間でフリー乗降制となっているもの、事前予約制の

ものなど、様々な形態がある。 

  稚内市では「天北地区、恵北・増幌地区」で、電話などにより予約した人を相乗り方式で順番

に乗せて、市街の決められた停留所と対象地域の自宅などの間を送迎する、予約制の乗合タクシ

ーを運行している。 

 

ハ行 

◆パブリックコメント 

 市民から意見を公募すること。 

 

◆バリアフリー 

  障がい者や高齢者の生活に不便な障害を取り除こうという考え方。 

 

◆ひきこもり 

  一日の生活の行動範囲が家の中や家の周囲などに限られ、非常に狭くなっている状態。また 

そのような人。 

 

◆ファシリテーター 

  会議等の場（本計画では、主にワークショップ）で、議題に沿って参加者の発言等を整理し、

発言者が偏らないよう調整する進行役。議長とは違い、決定権を持たない。 

 

◆ファミリー・サポート・センター 

  乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の

援助を受けることを希望する人と、援助を行うことを希望する人との相互援助活動に関する連絡、

調整を行う組織。 

 

◆ふくしフェスタ 

  地域で暮らす様々な人々が、ともに社会の中で支え合って生きていくという「ノーマライゼー

ション」の実現を願い、高齢者団体や障害者団体等による展示・出展や子ども向けのゲーム等を

行う稚内市社会福祉協議会主催によるイベント。 

 

◆保護司 

  罪を犯した人の更生保護や再犯防止に従事する人。保護司法および更生保護法に基づき、法務
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大臣から委嘱を受ける非常勤国家公務員。 

 

◆ボランティアセンター 

  ボランティア活動を支援するために、稚内市社会福祉協議会に設置されている機関。 

 

マ行 

◆民生委員 

  厚生労働大臣からの委嘱により、住民の立場に立って相談に応じ必要な援助を行うとともに、

行政機関の業務に協力するなど、地域において社会福祉の増進に向けた活動を行う人。本市に 

おける委嘱状況等は P65,66 参照。 

 

ヤ行 

◆遊休施設 

  使用されていない施設。 

 

◆有償ボランティア 

  まったくの無報酬で活動したり、交通費など実費支給のみを受けて活動する旧来のボランティ

アとは異なり、「謝礼の意味合いでの金銭」や「活動経費としての一定額の支給」などの対価を 

受けるボランティアの仕組み。 

対価の内容としては、金銭のほかに、ボランティアの実績をポイントに換算して地域でサー 

ビスなどを受けるための地域通貨としている例などがある。 

 

◆ユニバーサルデザイン 

  年齢・性別・障がいの有無などに関わらず、全ての人が快適に利用できるように「まち」、   

「もの」、「環境」などをデザインすること。 

 

ワ行 

◆ワークショップ 

  ファシリテーターと呼ばれる進行役を中心に、地域にかかわる様々な立場の人が参加して、 

共同で作業をしたり、意見を出し合いながら進める手法およびその場の総称。地域課題の解決 

などの手段として、近年一般的な手法となっている。 


