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      ◎開会の宣告 

○委員長（鈴木宏征君）  委員会を開催したいと思います。 

 ただ今から、民生常任委員会を開会いたします。本委員会については傍聴を許可することにご異

議ありませんでしょうか。ご異議なしと認めます。 

 よって委員会条例第１６条の規定により委員長において傍聴を許可いたします。 

                                          

      ◎審査事項                                         

○委員長（鈴木宏征君）  次に、本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君）  本日の委員会は、所管事務調査として地域福祉計画ほか 2 計画の

策定状況についての調査を予定しております。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君）  事前にお配りいたしました資料に基づいて担当の課長の方から。順番

としましては地域福祉計画、障がい者福祉計画、次世代育成支援行動計画、その順番で説明をいた

だいて。形としては一つ一つ、説明が終わった後に皆さんのご意見をお聞きしまして次に進むとい

う形でよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（鈴木宏征君）  それでは担当課長の方から説明をいただきます。よろしくお願いいた

します。はい、どうぞ、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  それではご説明申し上げたいと思います。事前に配布させてい

ただいた所管事務調査資料。その他に今日、皆さんに配布されていると思いますが、計画策定の根

拠だとか、あるいはガイドラインの関係、これらの資料がお手元にあろうかなというふうに思いま

す。最初にこの３計画のそれぞれの計画策定の根拠というものがどういうふうになっているか、そ

の辺からご説明させていただきたいなというふうに思っています。Ａ４の縦ペーパーの資料でござ

います。計画策定の根拠ということで、今回の白老町地域福祉計画、それから次世代育成支援行動

計画、それと障がい者福祉計画のそれぞれの策定の根拠を記述してございます。 

１つ目の白老町地域福祉計画でございますけれども、これは社会福祉法に基づく計画ということに

なってございまして、社会福祉法の第１０７条に市町村地域福祉計画というものがございます。た

いした長い文章ではないので読み上げますけれども、第１０７条では「市町村は地方自治法第 2 条

第４項の基本構想に則し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計

画を策定し、または変更しようとする時はあらかじめ住民、社会福祉を目的とする事業を経営する

者、その他社会福祉活動を者の行なう者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、

その内容を公表するものとする」ということで、大きく３点ございまして１つには地域における福

祉サービスの適正な利用の推進に関する事項。２つ目として地域における社会福祉を目的とする事

業の健全な発達に関する事項。３点目として地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事

項と。こういう大きな３点を計画として策定しなさいということになってございます。これにつき
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ましては平成１２年の６月に社会福祉法が一部改正になりまして第４条に地域福祉の推進に係る規

定が設けられております。さらに同法１０７条で市町村福祉計画に係る規定が設けられたものでご

ざいます。 

 そして、さらに国の方ではその地域福祉計画の策定指針の概要、策定指針のあり方についてとい

うものを国の方で示されてございまして、その基本的な考え方としてはですね、資料の方の地域福

祉計画のガイドラインというのが資料２で付いているかと思いますけれども、ここで概略示してご

ざいますけども。基本的な考え方というのはですね、これまでの社会福祉が行政から地域住民への

給付という形を主体としてきたよと、しかし、今、少子高齢社会の到来、あるいは深刻な経済不況

の中で社会福祉を限られた社会的弱者に対するサービスとしてではなくですね、身近な日々の暮ら

しの場である地域社会での多様な人々の多様な生活課題に地域全体で取り組む仕組みとして捉え直

すことが重要ですよということになってございまして。公私のパートナーシップに基づく協働関係

の構築を通じて様々な生活課題を適切に解決していくことが必要であるということで、地域住民の

主体的且つ積極的な参加が不可欠であるということが基本的な考え方になってございます。この資

料２のところにもありますように地域福祉の概念、範囲という中では地域住民が参加し共に支える

仕組みを作っていくのですよというのが地域福祉の概念ということになってございます。 

 その基本目標として４点掲げられておりますけれども、１つには生活課題の達成への住民等の参

加、２つ目として利用者主体のサービスの実現、３つ目でサービスの総合化の確立、４つ目として

生活関連分野との連携、この４点が示されております。これらをいわゆる行政と住民とを軸として

大きく整理いたしますと、主として公的分野が対応するものとしてサービスにかかる情報提供の充

実強化。それから、総合相談体制の整備、充実。それとサービス調整機能の強化ということが挙げ

られるかと思います。また一方、住民サイドが主体的に行なうものとして声かけや見守りなどの安

否確認。健康づくり、介護予防、生活支援事業への参加、協力。地域ぐるみでの子育て支援。これ

らが挙げられると思います。ポイントとして、要は老人、介護、児童、障害者の個別計画を横断し

た情報提供、総合相談体制の整備。２つ目として公的分野と住民の自主活動の結び付きにより地域

の特性を生かした共に支える社会づくりということ。で、この地域福祉計画は今まで申し上げてき

たような概念であるとか、基本目標はそこに示されているとおりでございますけれども、今、ポイ

ントの中でも申し上げましたが老人だとか介護、児童、障害者、これらの個別計画を横断した取り

組みを示す計画ですよということになってございます。 

 最後の方に他計画との関係ということで記載しておりますけれども、地域福祉計画は地域全体で

子育てや支援を行なうことや要援護高齢者の見守り、介護予防、生活支援事業の実施にあたっての

地域住民の協力など、老人、介護、児童、障害者の個別計画を横断し、それらを含む関係にありま

すよということでございます。今、申し上げましたように子育ての部門で行けば、後にご説明申し

上げますけれども次世代支援行動計画、あるいは白老町の障がい者福祉計画、それを高齢者計画に

関しては白老町の高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画、こういう個別の計画がございます。こ

れらの個別計画をそれぞれ推進していく上ではですね、やはり行政だけで対応できるもの、できな
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いもの自ら出てまいります。そういうところでいろいろ地域の皆さんの協力もいただいたりですね、

そういうことが必要になってくるよと。それはどこの個別計画についても同じようなことが言える

のですが。そういうようなそれぞれ個別計画で出てくる、それぞれの課題をこの地域福祉計画の中

で横断的な取り組みとして示していきたいと、そういうような大きな考え方があります。そういう

意味で他のそれぞれの老人だとか、介護、児童、障害者の個別計画を横断した計画なのですよと、

そういう位置づけにもなってございます。そういうようなちょっと一つ根拠と地域福祉計画の基本

的な概念というものを頭に入れておいていただければというふうに思います。 

 そういうことで地域福祉計画、１６年度中で策定ということで進めてまいりました。一番最初に

皆さん方に配布させていただいております資料の中に開催経過と、この策定に関わる策定委員会あ

るいは検討委員会の名簿があろうかと思いますけれども。いずれにしても、この計画を作っていく

上で地域住民の方の参加がまず基本的に必要ですよという基本的な考え方がありまして。これは今、

どの計画を作るにしても地域の皆さんのご協力をいただいて計画を作っていくというのは、ごく最

近においては当然の話でございまして。特にこの地域福祉計画についてはですね、そういう皆さん

方のご協力をいただいて策定ということになってございまして。そういう意味で白老町地域福祉計

画等策定委員会というものを立ち上げて進めてまいりました。名簿の資料があろうかと思いますけ

れども、この中に白老町地域福祉計画等策定委員会（１６名）ありますが、この委員会をまず立ち

上げさせていただいております。委員長には杉村歯科医師協議会会長さん、それから副委員長が堂

前文男さん。障害者団体関係の代表の方でございます。中谷通恵さんにつきましてはご存知のとお

り、ＮＰＯ法人お助けネット、いわゆる子育て関係についていろいろ造詣の深い方でございまして。

こういう委員構成の中で進めております。後ほどまた具体的にお話申し上げますけれども、実は策

定委員会１６名の中に一つ部会形式的に障害者福祉と次世代支援行動計画を設けまして、それぞれ

地域福祉計画等策定委員の１６名をそれぞれ２部会８名ずつに振り分けて、これまで何回かの議論

を重ねてきたとこういうような状況になってきております。 

で、とりわけ地域福祉計画の関係について、１枚戻っていただいて開催経過というのがあろうか

と思います。地域福祉計画につきましては当然これは地域の方々のいろいろなニーズ調査が必要と

いうことで、ニーズ調査をまず実施してございます。で、地域福祉計画等策定委員会につきまして

は平成１６年の７月１日に立ち上げさせていただきまして、その中で正副委員長の互選あるいは検

討部会の設置ということのご承認をいただいております。その後、委員会規則によりまして策定委

員会の各部会の割り振りにつきましては正副委員長で検討するということになってございまして、

その割り振りについて検討いたし、先ほど申し上げたような次世代支援行動計画と障がい者福祉計

画それぞれ８名ずつの部会の割り振りをさせていただいたと。そういう経過がございます。地域福

祉計画そのものの第一回策定委員会につきましては１０月２２日が第一回目の会議でございます。

その際には実施してまいりましたニーズ調査、これらの報告をしてニーズ調査の把握をしたと。あ

るいはまた現状把握としていろいろ皆さんからのご意見をいただきながら現状についての認識を深

め、あるいはその中から課題の抽出を進めてきたということになってございます。 
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検討委員というのは行政側の方の委員会でございまして、これも名簿付いてございますが１５名

の各課からの関係の皆さんが集まっていただいての検討委員会ということで行政側の方の委員会を

作ってございます。それで策定委員と検討委員の合同会議という形で何度か進めております。 

 それから１１月１８日の第２回の策定委員・検討委員合同会議につきましては課題の抽出、検討

協議ということで。これにつきましては一応会議形式というよりもですね、ワークショップという

手法を用いて実施をしてございます。それから１２月２日には第３回策定委員・検討委員の合同会

議を行なってございまして、課題の検討それから基本理念、基本目標等の協議を、これはグループ

討議で実施してございます。グループとしては３つのグループを作って、そして、それぞれグルー

プ討議をしてございます。同じく第４回、１２月２２日にはグループ討議で基本理念・基本目標の

協議を行なってございます。で、１月２７日に第５回策定委員・検討委員合同会議で今までの議論

を踏まえた骨子について議論を深めてございます。この骨子につきましては先に委員の皆さん方に

事前に配布させていただいた資料の内容ということになってございます。その後、２月３日ですが、

行政側の検討委員会の中で具体的取組等を含めた素案の検討をしてございます。そこで一応まとめ

た、いわゆる事務局案としての素案を今日、皆さん方のお手元に配布しているのが白老町地域福祉

計画（素案）ということになってございます。この素案につきましては２月１８日になりますけれ

ども、今、予定しておりますが策定委員と検討委員の合同会議の中でこの素案の議論をしていただ

くということになっております。したがいまして、今日お示ししております素案を最初に目にする

のはこの委員会の委員の皆さんかなというふうに思っております。ただ、策定委員の中で今、素案

についての議論をいただくのですが、一方ではやはり地域住民の方のいろいろな意見も反映する必

要があるだろうということで本来であれば策定委員さんの素案の議論を踏まえてですね、その後の

いわゆる町民の方の意見募集ということがいいのかなというふうに思っていますが。たまたま、ち

ょっとスケジュールの関係がございましてですね、実は意見募集につきましては２月１６日からす

でにスタートしたいなということで各町内会に回覧をもって意見募集のご案内を今、している最中

でございます。１６日から１０日間ぐらいというふうに思っていますが２５日までの間において町

民の皆さんからの意見募集、いわゆるパブリックコメントを実施したいというふうに考えておりま

す。 

 それでは、この地域福祉計画（素案）についての中身について若干触れていきたいというふうに

思います。まず、第１章につきましては白老町地域福祉計画についてということで、計画策定の背

景を示してございます。この第１章の中においては計画策定の背景前段の方でも書いておりますけ

ども、今日は少子高齢化や核家族化の進行により、かつての伝統的な家庭や地域における相互の結

びつきが弱体化してきていますよということ。そういうようなことから今回、先ほど説明したよう

な社会福祉法の改正によって地域の中でいろいろ地域住民が地域を支えていくという、そういう地

域福祉に変えていく必要があるよというようなことの基本的な考え方の元に、この地域福祉計画を

策定していくということになってございます。 

 計画の位置づけにつきましては、先ほどらい申し上げておりますように社会福祉法第１０７条に
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基づく計画でございます。当然、この計画策定にあたりましては国や、あるいは北海道の施策との

整合を図るのはもちろんでございますが、第４次白老町総合計画、これに則して計画を作っていく

ということになろうかというふうに思います。また、この地域福祉計画を推進していく上ではやは

り具体的な取組みの中の中核をなしていくと思われます白老町の社会福祉協議会においても、社会

福祉協議会全体でございますけれども、いわゆる地域福祉実践計画というものを立てることになっ

てございます。それらとの整合性、連携を図りながら地域福祉推進を図っていくということになろ

うかというふうに思います。ちなみに社会福祉協議会の方の実践計画につきましては、今、私ども

が聞いている中では１７年度に策定を進めて行きたいというふうに聞いております。 

この２ページのところに図と申しましょうか、書いてありますように町の計画といたしましては

ですね、まず第４次白老町総合計画、これが上位計画になりますから、それに則しての計画という

ことになります。先ほど説明申し上げましたように白老町地域福祉計画の位置づけというのは、下

の方に５つほど出てまいりますけれども、いわゆる高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、ある

いは白老町児童育成計画。この児童育成計画というのが今、それに変わるべき計画となる白老町次

世代支援地域行動計画ということになります。それと白老町障がい者福祉計画と。この４つが地域

福祉計画の中に基本的には盛り込むべき事項ということになってございます。その他、白老町男女

共同参画推進計画。これも今、盛んに町民の皆さんとの懇話会含めて策定中かというふうに思いま

すが。こういう男女共同参画という視点も当然この中に入ってくる計画になるだろうというふうに

位置づけてございます。その他に白老町健康日本２1、これらについても当然関わりがもってくる計

画になるかなというふうな位置づけの中で考えております。 

３ページめくっていただきまして計画の期間でございます。地域福祉計画の期間につきましては

平成１７年度（2005 年度）から平成２１年度（2009 年度）までの５年間ということにしてございま

す。なお、社会的な情勢の変化を踏まえて、毎年、計画の進ちょく状況を点検しながら、計画につ

いては５年程度を目処に見直しを行いますという考え方でございます。したがいまして、この図の

とおりにありますように、この計画の基本的な期間につきましては５年間でございますが、次期計

画については平成２１年度に見直しを行って、２２年度からの新たな計画を策定していくというこ

とになります。 

それから４の計画の策定体制につきましては、先ほどらい申し上げておりますような、今回もや

っておりますが、そのような体制をもって、あるいはいろいろな地域住民のニーズを把握しながら

計画に反映していくというような考え方をしています。 

４ページにつきましては第２章として計画の基本理念について明示してございます。1、基本理念。

これは先ほど社会福祉法の地域福祉の概念の中でも若干触れたところでございますけれども、町の

計画につきましても、一人ひとりが人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障害の有無や年齢

にかかわらず、健やかに安心して暮らせるように地域福祉を総合的・計画的に推進しかなければな

りません。地域福祉を推進するために、本計画では次の視点を基本理念として計画策定に取り組み

ますとなっていますが、計画策定は最終的にはちょっと削除して基本理念として取り組んでいくの
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ですよと、そういうような表現になろうかと思います。で、基本理念として「豊かな自然に育まれ、

歴史と伝統に抱かれた、白老を「愛」する新しい地域福祉のまちづくり」という基本理念を掲げて

ございます。当然、この基本理念、次の基本的視点についても同じでございますけれども策定委員

会・検討委員会合同委員会の中で基本理念については何度かグループ討議を経て検討してきたとい

うことになってございます。 

基本的視点としては６つほど掲げてございまして、１つには基本的人権の尊重。それから２つ目

として共に生きるまちづくり。３点目として住民参加・住民自治、これが大変重要なところかなと

いうふうに思っていますが。４点目、５ページ。次のページになりますが男女共同参画。それから

５点目として地域福祉活動の創造。それと６つ目として歴史文化を活かした地域福祉活動の創造。

そういうことで基本的な視点としては６つを掲げて取り組んで行こうという考え方を示してござい

ます。 

それから第３章。６ページから２１ページまでになりますが。これにつきましては、いわゆる現

状と課題についてですね。ニーズ調査結果あるいは現状の統計的な資料を基に現状の分析をしてご

ざいます。そういう中で２１ページでは、これらの現状分析あるいは町のニーズ調査を踏まえて重

点課題の整理というものを２１ページでしてございます。重点課題として大きく３つ掲げてござい

ます。 

１つは重点課題１として地域福祉に係わる人材育成と住民主体による福祉活動の創出ということ

で、地域づくりについて取り組む必要がありますよと。地域の活動に幅広い住民が参加し、地域に

関して関心をもってもらうような取り組みを推進していく必要がありますと。そういう重点課題を

掲げてございます。その中で具体的な課題として、地域活動への積極的参加であるとかボランティ

ア活動への参加促進。あるいは今後の地域社会に担い手育成を目指した、福祉教育の充実。また、

地域福祉活動に関する一元的な情報収集。各地域における、地域福祉活動をコーディネートしてい

けるような「地域福祉コーディネーター」の養成と。この辺はちょっと新しい言葉と言いますか。

課題として掲げてございます。 

重点課題２としては総合的な地域ケアシステムの確立ということで、多様化・複雑化する地域課

題に対して、地域単位から対応することのできる、総合的な地域ケアシステムの確立に向けた取り

組みを推進していく必要がありますという課題を掲げてございます。今後の課題として地域におけ

る高齢者ケアシステムの構築。それから、地域単位における専門的福祉課題に対応できる、コミュ

ニティー・ソーシャルワーク体制の確立。この辺もコミュニティー・ソーシャルワークという耳慣

れない言葉も含めて、その辺の必要性と言いますか、そういう体制を確立していく必要性というも

のを掲げてございます。これについては後ほど説明申し上げます。それから、保健、医療、福祉サ

ービスの連携体制の確立。それから、住民自身によって住民の生活ニーズに直接的に答えるような

インフォーマルサービスへの取り組み支援。それから、在宅生活を支える福祉サービスに関する情

報提供体制の充実、あるいは権利擁護体制の充実。それと総合的な相談体制等の確立というような

ことを今後の課題として捉えてございます。 
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それから、重点課題３では地域福祉を推進するための行政と住民の連携体制の確立でございます。

民間部門と公的部門とがそれぞれの役割と限度を共通に認識した上で協働関係を築き、町民一人ひ

とりの状況に応じた効果的・効率的な保健福祉サービスやサポート体制の整備について検討してい

く必要がありますよというような重点課題を掲げておりまして。今後の課題としては地域福祉推進

体制の確立。ＮＰＯを活用した地域福祉施策の推進。社会福祉協議会との連携体制の確立というよ

うな課題を掲げております。こういうような重点課題の整理をして、それらを踏まえて、それでは

今後のあるべき姿を構築していくかというのが第４章以降になってまいります。 

第４章では計画目標と体系についてということで、計画の基本目標として３つ掲げてございます。

基本目標の１としては地域福祉活動の推進です。地域福祉を推進する上では地域住民自らが地域の

問題を自分の問題として受け止めながら、助け合い、支え合いながら生活していくことが大切です

よということ。そういう考えの下から地域住民が支え合う仕組みづくりを推進していきますという

のが、まず基本目標１でございます。 

基本目標２ではですね、総合的、横断的な保健福祉サービスの推進ということで、いつでも、ど

こでも必要な援助を受けることができるためには、保健福祉サービスに対する相談体制、普段の整

備が必要であるとともに、質の向上に向けた取り組みが必要ですよということを掲げてございます。 

それから、基本目標３においては白老のパートナーシップ社会の形成ということで、この辺が一

番大きな捉え方になるのかなというふうに思いますけれども。いずれにしても、今、地方分権時代

を迎えて行政と住民が共に自治を担う主体として自立し、地域福祉システムの確立と運営に協働し

て進めていくことが求められていますというような考えを下に、新しい時代に相応しい地域福祉は

フォーマルなサービス、いわゆる公的なサービスですね。フォーマルなサービスを堅持しながらも、

民間事業者、ＮＰＯ、地域住民組織など多元的なサービス提供主体の多重的な関係の中でサービス

提供を構築していくことが必要になりますよということで、今後は新しい公私パートナーシップを

築く先駆的・開拓的な取り組みを推進していく必要があるというような基本目標を掲げてございま

す。 

２３ページにつきましては、これまで申し上げてきたような基本理念・基本的視点・基本目標の

体系を示したものでございます。 

２４ページですが、第 5 章からはそれぞれの基本目標に沿った取り組みを掲げてございます。ま

ず、1 つには地域福祉活動の創出と活動の促進ということで。この中の文章は読み上げは省きます

けれども、この中でこういう創出と活動の促進を図っていく上での推進事業として白老町地域福祉

情報ネットワークというものを掲げてございます。地域福祉情報ネットワークは、地域福祉活動の

活発化において現在もっとも重要なシステムの一つでありますよと。特に、地域福祉の担い手とな

る人材を把握するという作業が重要で、そのためには各種団体活動や、専門的知識人はもとより、

地域で埋もれている人材、例えば世話好きの人であるとか、地域のことをよく知っている人等、ど

のようなことでもよろしいのかなと思いますが、そういうようなことを把握してですね、それを活

動に結び付けていくということが重要になりますと。そのためには、活動に携わることのできる人
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材を１つはまず登録しておくということと、地域福祉人材バンク、いわゆる登録しておく上での地

域福祉の人材バンクの整備。あるいは人材と活動を結び付ける地域福祉コーディネーターの配置と。

この辺が先ほどちょっと耳新しい言葉ということでお話し申し上げましたが、いわゆる地域福祉コ

ーディネーターというのはですね、次ページでまたイメージ図がありますから、そこでも説明申し

上げたいと思いますけれども、１つはいろいろな活動をしていただけるような人の人材をいろいろ

把握して登録し、そして、それらの人を必要とされるサービスを求めている人方に対してどのよう

に提供していく、繋ぎをしていく人が必要であろうと。そういうような意味で福祉人材バンクの整

備と地域福祉コーディネーターの配置というようなことを掲げてございます。また、各地域でいろ

いろな課題があろうかなというふうに思いますが、それらの課題をいろいろ話し合う手法としてワ

ークショップという手法をもった、いろいろな話し合いの場が必要になるというようなことを含め

ながら、白老町の地域福祉情報ネットワークを推進していくという考え方を示してございます。 

で、２５ページでございますけれども、２５ページには情報ネットワークのイメージということ

で書いてございます。先ほど申し上げましたように地域福祉人材バンク、これはもちろん人材の発

掘なり把握なりが原点になりますけれども、そういう人方の協力を得ながら人材の登録をしていく

と。それはいろいろなところがあろうかと思います。それは老人クラブであったり、婦人会であっ

たり、町内会であったり、子供会であったり。特に現状においても老人クラブにしても、婦人会に

しても、あるいは町内会にしても、こういう登録ということを踏まえてのことではありませんが地

域の中でいろいろな活動をされている、協力していただいているというような実態があろうかと思

います。そういうことを総合化していきたいという考え方でございます。それを情報提供、あるい

は情報収集という形の中で②にある地域福祉コーディネーター。そのサービスを求めている人と、

そのサービスを提供していただける、そういう中を取り持つ役割として地域福祉コーディネーター

なるものを構築していったらどうかというのが、この情報ネットワークのひとつの考え方でござい

ます。地域福祉コーディネーターは単純に申し上げますと、例えば町内会の会長さんであるとか、

あるいは福祉部の関係であるとか、あるいは婦人部、女性部という名前でしょうか、そういうよう

ないろいろ地域の中で地域福祉活動に関わっていただいている方、それぞれの地域に居られると思

います。そういう方々をひとつイメージしていただいて結構なのかなというふうに思っております。 

ここで地域福祉コーディネーターはということで②として四角の中に入っております。ちょっと

若干読ませていただきますけれども。地域福祉コーディネーターとは、地域課題を把握し、多様な

人的資源や社会的装置をつなげ、創り、解決していくことを目的として活動する地域福祉活動のリ

ーダーです。地域福祉コーディネーターには、地域に精通し、地域福祉活動のリーダーとしての素

養を持ち、地域課題の解決に向け、あらゆる地域活動をコーディネートしていくことが求められま

す。そのためには、各地域でのワークショップの開催が必要であり、ファシリテーターとして、フ

ァシリテーターというのは促進役と言うか、何かの会議の時には進行役とかそういうあれになりま

すけども、その運営にも関与してもらうことが必要になります。また、ワークショップで把握され

た地域課題については、地域福祉人材バンクを活用しながら白老町にある全ての福祉資源や人的資
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源とのネットワークづくりを行い、地域での具体的な活動へ導くことも求められます。ということ

で、地域福祉コーディネーターの役割と言いますか、地域福祉コーディネーターとは何ぞやという

ことをここで説明しております。 

２６ページになりますけども、推進事業の 2 つ目としてボランティア、ＮＰＯ活動情報の発信で

す。地域福祉計画を進めるためには、行政をはじめとして町民や事業者の参加や実践がとても大切

です。そのため、地域福祉活動の担い手となるボランティアを育成するとともに、活動を促進する

ためボランティア情報の共有化を図り、広報誌やホームページ等で町民に周知していきますと。や

はり、そういう活動情報を、それぞれ現状においてもいろいろなボランティア活動をされている方

はおられると思いますけれども。それは個人、団体に限らずですね。ただ、それらをやはり皆さん

によく情報を発信していくということが大事なのかなというふうに思っています。 

３つ目の推進例としてはですね、各種公共施設利用者の相互交流事業です。町内にある書く公共

施設を自分たちの活動のために使用している町民はたくさんいます。しかし、スペースを借りて利

用するだけのグループが多く見られ、同じ地域や会場でグループ同士の交流が少ない現状でありま

す。今後は団体・グループや利用者間の交流をはかり、それぞれの活動の充実及びネットワークの

広がりを推進していきます。タイトルからすればちょっとあれなのですが、いずれにしてもいろい

ろな活動をしている団体がおられると思いますが、それら活動の横の連携をもっと深めることによ

って、より流通したいろいろな活動に発展していけるというようなこともあろうかというふうに思

います。そんなことのネットワークの広がりを推進していくという考え方でございます。 

２７ページ、福祉教育の推進でございます。地域福祉を推進していく上では子供から大人まです

べての町民一人ひとりの心の中にやさしさを育て、みんながお互いに相手に対する思いやりの気持

ちを持つことが大切です。ということで、こうした気持ちはやはりいろいろな社会体験やボランテ

ィア活動を通じて培われます。そうした体験の機会を多く設けることも必要ですと。そういうよう

なことの中から乳幼児期の家庭から始まり、学校教育、職場、高齢期にいたるまで、いわゆるすべ

ての生活の場面において地域教育の充実、地域教育と言いますか、そういう福祉教育の充実を図っ

ていく必要があるだろうということで、これをまず基本的に福祉教育の推進の中で考え方を整理し

てございます。 

その推進事業の１つとして世代間交流の推進への取り組みということで、高齢者と児童生徒など

との交流やふれあいが、家庭や地域社会で少なくなりつつありますと。これは少子高齢化だとか核

家族化とか、そういうふうなことの時代背景が一つあろうかというふうに思います。世代間交流は、

地域の連帯感を高めるとともに、文化を伝承する役割をもっており、今後一層の展開が求められて

いますと。また、交流を進めるにあたっては、高齢者が、その知識や経験、能力や技術を社会に生

かすことによって、生きがいが高められるような環境づくりが重要ですと。今後は、高齢者が長年

培ってきた知識や経験、能力や技術を広く社会に生かすため、高齢者と各世代間の相互理解を深め

る交流の場づくりを推進します。現状においても一部、高齢者大学だとか、あるいは高齢者クラブ

の単位クラブも保育園の子供らとの昔遊びを通じての交流もやっておりますけれども、そういうも
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のをもう少し充実と言いますか、交流の活発化をしていきたいと。そのことによって、やはり子供

からお年寄りの地域の中でのいろいろな面で心のつながりができたりですね、また、小さい子供ら

についてはお年寄りの方々の献身的な、ボランティア的な考えが浸透していくというようなことに

も繋がるのかなというふうに思いますから。一方では、お年寄りの方については、そういう子供ら

といろいろな交流を図るということそのものが生きがいにも繋がっていくというふうなことにもな

ろうかなというふうに思っています。そのようなことで、この世代間交流の推進というのは今の少

子高齢化の時代にあっては大変大事な取り組みの一つかなというふうに思ってございます。 

２つ目としては福祉に関する「総合的な学習の時間」等への支援に関する取り組みでございます。

子供たちの状況は核家族化に伴い高齢者と同居する生活経験をほとんど無いと言っても過言ではな

いくらいの今の状況かなというふうに思っています。このことは、高齢者と接する場や機会の減少

を引き起こし、高齢者の取り巻く社会の問題や高齢者の抱えている悩みや問題を実感として捉える

機会をなくしていると言えます。学校では、個々の知識の習得だけでなく、社会集団の中で人間ら

しく生きていくことができるような能力を高めていくことや、様々な背景を持つ他者、例えばハン

ディキャップを持つ高齢者や障がい者などとの共生を目指すという教育的・福祉的視点を重視した

学習への取り組みが推進されることが大変重要ですよと。したがって、福祉に関する「総合的な学

習の時間」等を支援し、学校での福祉教育を充実させていきますというような考え方を示してござ

います。 

それから第６章では総合的、横断的な保健福祉サービスの推進についてということで整理をして

ございます。白老町地域福祉ケアシステムの構築です。こどもから高齢者まで、町民一人ひとりが

安心して生活を送ることができるよう、地域住民を中心としたネットワークにより、日常生活上何

らかの支援を要する高齢者や障害のある人、子育て家庭などへの相談・見守り体制作りを構築して

いきますよと。これは地域福祉ケアシステムの構築ということでしてね、ここにイメージにありま

すように、白老町には様々な福祉資源というものがあるかというふうに思います。その周りに円の

斜線で書いてあるところに要援護高齢者、あるいは障がい者、生活困窮者、子育て家庭子どもと、

いろいろな、様々な課題を抱えたり、あるいは支援を求めている、いろいろなニーズがあろうかと

いうふうに思います。それを白老町のさまざまな福祉資源というものを、そういうニーズにどのよ

うに繋げていくかという一つの中でですね、先ほども出てまいりましたけども地域福祉コーディネ

ーター。実際にはそれぞれ直接的にサービス提供を求める方もおられるかもしれませんが、現状に

おいても地域福祉コーディネーターというのはこれから新しく出てくる言葉なのですが、従前にお

いては町内会であったり、あるいは民生委員さんであったり、そういう人方を一つの繋ぎとしてい

ろいろなニーズに対してサービスの提供を繋げていっているという実態があろうかと思います。そ

れを先ほど申し上げたような地域福祉コーディネーターという、ひとつの役割の下にそれぞれニー

ズがあるものに対して、町内の様々な福祉資源を活用して、そこへ繋げていくということのイメー

ジでございます。 

それとコミュニティソーシャルワーカーでございますけども、これにつきましてはですね、まず、
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地域福祉コーディネーターとコミュニティソーシャルワーカーの一番大きな違いというのはですね、

まず、地域福祉コーディネーターについてはここにも書いてありますようにインフォーマルサービ

スのコーディネートということで、いわゆる地域住民でできる範囲のサービスの提供。いわゆる公

的サービスではないということですね。そういうものを意図としてございます。で、コミュニティ

ソーシャルワーカーというのはですね、これはいわゆるフォーマルなサービス。いわゆる公的なサ

ービスですね。そういうものを主眼とした繋ぎをしていく、そういう役割というふうに考えており

ます。イメージとしてはそういうようなことで、そういうようなケアシステムの構築を図っていく

必要があるだろうというふうに考えております。 

その中で小地域ネットワーク活動の推進。これは今、社会福祉協議会で町内会などの小地域を単

位としていろいろ支え合ったり、見守りしたりとかですね、そういうふれあいチームという小地域

ネットワークを組織化しております。これはつい最近まで３９の町内会がですね、このふれあいチ

ームの登録をして、それの活動をしているというふうにお聞きしておりました。最近はですね、そ

れが急に１０箇所ばかり増えて、今は４９ぐらいになっているのでしょうか。その様な話も聞いて

おります。特に現状においては高齢独居の方々などを中心に安否確認だとか、見守りだとか、いろ

いろな支えをやっているというのがこの活動でございますけれども。そういう小地域ネットワーク

が全町に広がるように、そういう地域活動を支援して必要があるのではないのかなと、そんなふう

に考えています。 

それから２つ目としては２９ページになります。相談体制の充実へ向けた取り組みです。当然、

いろいろな相談も多様化しておりますし、場合によっては複雑化しているといういろいろな事例が

ございます。ただ、やはり中にはどこへ行って相談したらいいのか、あるいは誰に相談したらいい

のか、そういうことがわからないで居られる方も実態としてあるようです。これらについては、い

ろいろニーズ調査とかそういう中からも出てきていることでございまして。そういうことの無いよ

うに、やはり総合相談窓口だとかそういうものを構築していく必要があるのだろうと。当然、相談

と併せて福祉サービスの提供体制、これらも併せて構築していく必要があるだろうと。例えば、高

齢者の関係なんかについてはですね、在宅介護支援センター、これは今４・６の中に基幹のセンタ

ーがあって、今、地域に２箇所、地域型があります。これらなんかも基本的には高齢者の対応とい

うことになっていますが、今後はそれらをもう少し横断的にですね、例えばそれが障がい者の方へ

の支援の場であってもいいでしょうし、そういうお互いの持つノウハウを有効に活用できるような、

そういう体制づくりというものも今後検討していく必要があるのではないのかなとそんなふうにも

思っております。もちろん、子育ての関係については子ども発達支援センターが拠点施設として整

備されております。そのサブ機能として各保育園がサブ拠点ということになっていますが、そうい

う一つの拠点、あるいはサブ拠点をさらに連携させながらですね、そういう相談体制、あるいはサ

ービスの提供と。サービスの提供という部分になれば民間とのいろいろな連携も図りながらという

部分も出てまいるかなというふうに思いますけども。いずれにしても個々ばらばらではなく総合的

な相談なり、サービスの提供というようなシステムを構築していく必要があるだろうと、そんなよ
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うな考え方をしております。 

３つ目にコミュニティ・ソーシャルワーク体制の構築です。コミュニティ・ソーシャルワークと

いうのはどういうことかというのは先ほど申し上げましたようにですね、フォーマルなサービス提

供の部分、いわゆる公的サービスを担うあれになりますけども。高齢者や障がい者が住み慣れたと

ころに住み続けられるためには、介護保険や支援費制度によるサービスに加え、地域住民を含めた

支援体制の整備が不可欠ですよと。また児童の健全育成に果たす地域の役割はきわめて大きいもの

があります。そのため、地域生活を総合的に支援できる高い資質を有する“地域生活支援専門職”

（コミュニティソーシャルワーカー）の養成が各地域で必要になってきていますよと。ソーシャル

ワーカーの主な役割は、各種サービスを必要としている人とそれにふさわしいサービスを結び付け

るつなぎの機能や、サービス利用を継続させ適切なサービスを提供するケアマネージャーとしての

役割やカウンセラー等の相談役としての役割を持つ場合もありますよということで、そういうよう

な体制構築を図って地域のセーフティネット機能を強化していきたいという考え方でございます。

コミュニティ・ソーシャルワークのイメージにつきましては、この図のあるようにいろいろな要支

援者の相談、つなぎの役割。当然、そこにはサービス提供についてはいろいろなサービス提供事業

所だとかＮＰＯだとか、あるいはボランティアだとか、そういういろいろな方が来られると思いま

すが。そういう人方も連携を図って、必要なところへつないでいくというような役割を持ったもの

でございます。 

それから３０ページにサービス利用者の権利擁護の関係でございます。判断力が不十分な人が地

域で安心して生活を送れるように、日常生活における福祉サービスの援助や代行、利用料の支払等

の福祉サービスの利用援助とそれに付随した日常的な金銭管理等を行う地域権利擁護事業、こうい

うものが今、実際スタートしておりますけれども、こういうものの制度の普及啓発、それから浸透

を図ってそういう利用の促進方法について検討していきたいということで。推進事業としては、今、

そういうような制度としては成年後見制度と地域福祉権利擁護事業というのがございます。こうい

うような事業がありますので、こういうような普及啓発に努めるとともに、そういう制度が必要な

人に対する必要な情報提供等の支援を行っていくという考え方でございます。 

それから３１ページが第７章として白老のパートナーシップ社会の形成についてということで、

１つには住民主体による計画推進管理体制の構築です。やはり、この計画を作って、いろいろな計

画を推進していく上でその推進してきたものが本当に計画どおりになっているか、あるいは今の時

代要請にあっているか、ニーズにあっているか、そういうものをいろいろ検証しながらやはり進め

て行く必要があるだろうということで、そういう計画推進管理体制というものを、進行管理を行っ

ていきたいという考え方をしております。 

それから２つ目としては社会福祉協議会との連携体制の推進でございます。先ほどもちょっと申

し上げましたが、社会福祉協議会においては地域福祉実践計画というものを立てて具体的な個々事

業の推進を図っていく、その地域福祉の中核組織でございます。そこでそういう実践計画を立てて

いきますので、そことは当然いろいろな意味で連携を図るとともに、あるいは必要な支援を行って
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いく必要があるだろうというふうに思っております。 

それから３つ目というのが行政と住民とのパートナーシップによる地域づくりです。すべての町

民が、健康で、安心して地域生活を送ることができるよう、町民相互の一体感や絆を醸成するとと

もに、健康意識や福祉意識の醸成をはかり、町民自らの手でつくりあげる福祉活動を創造し推進し

ていきますよと。自発的な発想から展開されるインフォーマルサービスについては、公的な、いわ

ゆるフォーマルなサービスの補完的役割を果たすものとし、このようなサービスの創造や活動に対

する支援を図り、町民一人ひとりのきめ細かな生活ニーズに対応できる体制づくりを検討していき

ますと。そのような活動を起点としたＮＰＯを育成や、ＮＰＯを含めた民間との連携を強化し、パ

ートナーシップを形成しながらまちづくりを進めていきますよという考え方を示してございます。

この辺なんかは特に、先ほどふれあいチームの話をさせていただきました。また、先ほど国が示す

地域福祉計画のガイドラインの中の基本的な目標としてですね、いわゆる住民サイドとしてできる

ものの枠組みの中では若干声かけや見守りなどの安否確認だとかですね。あるいは健康づくり、介

護予防生活支援事業への参加、協力といったようなことをお話し申し上げましたが、いずれにして

もそういうような行政でやるべきサービスとですね、それを地域の中でできるサービスというのが

当然あるのだろうなというふうに思います。先ほど言ったような、小さなことではありますけれど

も、声かけや見守りだとかそういう安否確認も含めたですね、そういうことというのは地域住民の

中でできることだろうというふうに思いますし、そういうものの今、実際に活動しているふれあい

チーム、こういうものをさらにもっともっと町内会の中でそういう組織が構築されていけばですね、

まさに行政と住民と役割分担を持ちながらの地域福祉の推進というものが図っていけるのかなとい

うことで。特にこのパートナーシップ、行政なら行政だけ、あるいは住民だけということではなく

お互いがそれぞれを補いながらやっていくというパートナーシップというものが地域づくりの上で

必要になるだろうなと。いわゆる地域福祉を推進していく上で必要なことなのだろうというふうに

捉えてございます。 

最後に３２ページについては地域福祉サービスのイメージ図ということで、これまでのご説明申

し上げてきたようなことをちょっとした図にすればこんなことになるのかなというふうに捉えてご

ざいます。 

以上、雑駁でございますけれども地域福祉計画の素案についての説明をさせていただきます。 

○委員長（鈴木宏征君）  ありがとうございます。今、説明をいただいたのですが開催してから

１時間ぐらい経ちますので、課長も１時間ぐらい説明して疲れていると思いますので、ここでちょ

っと１０分ぐらい休憩をいたしまして、再開を２０分からしたいと思います。 

休  憩      午前 11 時 09 分 

                                         

再  開      午前 11 時 20 分 

○委員長（鈴木宏征君）  それでは、今、担当の課長の方から白老町地域福祉計画についての説

明をいただきましたので、それに対する質問をいただきたいと思います。はい、氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君）  まず、一つ。今、各計画に伴ったパブリックコメントを町内会を通して

町民の方からの意見収集にあたるという話しが出ていました。僕、そのパブリックコメントのあり

方はすごくいいことだとは思うのですけども、その計画、または白老町を形成する年齢層、いろい

ろなものを加味した中で果たしてどれだけの意見が集まるのかなというのがまず一つの課題になる

んじゃないかなと思うのです。このパブリックコメントに関してはですね。これはですね、いろい

ろな地域でパブリックコメントという横文字がすごく流れていましてね。で、いろいろな地域の話

を聞きますと、例えば 10 万人都市だとかそういったところでも数十件というか、何十件ぐらいの意

見しか集まらないとかですね。本当に関心のあることが年齢層によって、収集の数が限られてくる

という話も聞いております。僕、一番大事なことはですね、このすごく大事なパートナーシップ社

会の形成という部分ではね、すごく重要な課題だと思うのですけども、この問題について本当に行

政と住民の協働関係がしっかりして、本当に福祉計画を住民に知ってもらうということであれば、

パブリックコメントというあり方も一つなのかもしれないけども、やはり行政が、また行政ではな

くても策定委員なり検討委員の人方が地域に出て行っていろいろな話をするということも必要なこ

となのじゃないのかなと思うのです。その中でですね、本当に何気ない言葉の一言に大きな課題が

あったりですね、また解決に伴うそういった方策があるんじゃないかなって私個人的には思うので

すけどもね。その辺については課長の方の考え方がもし、あればちょっとお聞きしたいなと思うの

ですが。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  パブリックコメント、町民の意見募集そのものを否定されてい

る話ではないでしょうからあれなのですが。意見募集の一つの手法として、今、そういう町民の意

見募集という、言葉でいけばパブリックコメントということになりますけども、そういうことを今、

町の場合でもいろいろな計画の場面でやっているということはご存知かと思います。ただ、その中

でどの程度の意見が寄せられるかというのは、実際開けてみなければわかりませんけれども。確か

にその関心の度合いだとか、あるいは場合によっては年齢層によって大きな開きが出てくるという

のはある面事実なのかもしれませんが、広く基本的には意見を聴取したいという手法そのものでご

ざいますので、それについては結果としてどういう形になるかは別にして、こういう手法は手法と

して、まず一つ、今のやり方としては成り立っているのかなとそんなふうに思ってはおります。そ

の他にいろいろな手法を用いてということなのだろうというふうに思いますが、その一つとして地

域に出向いての説明会というようなご提言ございました。実際、その地域に出向いての説明会とい

うところまでの計画は今のところ実は持ち合わせてはおりません。おりませんけれども、そのご意

見につきましては、議会の方でもそういうようなご意見をあったということを策定委員会の中でも

お話申し上げて、策定委員会として取り組むべきことになるのか、行政サイドの方で取り組むべき

なのか、それは別にしても検討はさせていただきたいなというふうに思いますけれども。現段階に

おいてはそこまでちょっと今、計画はしておりませんでした。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君）  私もパブリックコメントのあり方についての否定な意見ではないという

ことは三戸課長もよく知っていただいていると思うのですけども、一度パブリックコメントを取っ

た中で本当に意見的な数、収集数と言いますかね、そういったものをちょっと見た中で策定委員会

または検討委員会の中でもう一度ちょっと検討していただける余地もあるのかなと。そういった中

でちょっと考えていただければなと思う一人であります。そして、もう 1 点なのですけども、この

地域福祉サービスという部分に関しては、協働という形成が本当に大事だと思うのですよね。住民

の役割分担、または行政との関わり、本当にこの協働作業が一番大事なことだと僕は思います。こ

の協働という一つの言葉を見ますとね、僕は相手をよく理解して、そして理解されるような活動を

することが本当の意味での協働作業と言いますかね、パートナーシップだと私は思うのです。です

から、そういった面においてもですね、やっぱり町民を理解する、また、そういった面におきまし

ても一つの方策としてのパブリックコメント、また町内に出て行っての説明会。またはそこから何

気ない本当に雑談の中でそういったものを収集するということも一つだと思いますので、ぜひ、そ

の辺も検討委員会または策定委員会の中でお話ししていただければと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

○委員長（鈴木宏征君）  三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  同じような答弁になろうかと思いますけれども。もう一つは今、

計画の段階でのこともそうなのですが、これをやはり地域の皆さん方の協力をいただきながら具体

的な実践活動にする上でのですね、そういう中でのいろいろな地域の方々のご協力というのは当然

必要になってまいりますから、今の計画段階でのご質問なんですが、当然具体的に進めていく上で

いろいろな場面でその地域に入ってですね、この計画に対するご理解をいただいたり、具体的な取

組みについてのご協力をいただくという、そういう部分での町民の皆さん方のいろいろなご意見を

いただきながら一つの形を作り上げていくという、そういう作業は当然出てくるかなと思っていま

す。だから、ある程度具体的な取り組みの中でそういう形というのが、それは当然そういう形を経

てやっていかなければ、なかなか地域の皆さん方の協力を得られない部分あるのかなというふうに

思いますから。今の段階での地域説明がいいのか、あるいは今後、本当に具体的な問題について取

り組む段階でのあれがいいのか、そんなことも含めながら検討させていただきたいなとそんなふう

に思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  根本委員。 

○委員（根本道明君）  この地域福祉計画の素案なのですけれども、これは多分、予算の中にも

出てきました地域福祉計画（素案）計画委託料ということで 240 万でしたか、ちょっと記憶に無い

のですけども、そのぐらいの金額が出たものがこれだと思うのですけれども。ここでもってコンサ

ルと協議をしたというふうに、8 月 9 日に出ていますけど。当然、コンサルの方から出てきた素案

だと思うのですけどもね。どうも丸投げしてコンサルタントに任せてきたというものというのはカ

タカナが多いんだよな、今までこうやって見てると。そうするとね、これが果たしてお年寄りとか

子供達に、これをパッと見て分かるかなというのが非常に疑問に思うわけだな。だから、何て言っ
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たらいいかな、日本語にもっと分かりやすく作ってもらうような、そういうふうな指導というのが、

噛み砕いて誰が見ても分かるような、そういうふうなものを作ってほしいなと。どうせ作るのだっ

たらそういうものを作ってほしいなというふうに考えるんだ。今のパブリックコメントと言ったっ

て、日本語に直せばまた別なあれが出てくると思うんだよ。この作成にあたって、3 ページにも書

いていますけども、住民のニーズを十分に把握してって、アンケートを調査してっていう、これを

一言で言ったら要するにアンケートの実施というか、意見の集約とかそういうふうなことになると

思うんだよな。ニーズと言ったって、これは町民の意識調査と訳せばそういうふうになっちゃうの

だけども。こういうふうにして何か受け入れやすいような基本計画にしてほしいなと思うのだよな。

インフォーマルサービスコーディネーターとかコミュニティソーシャルワーカーとか、我々、俺な

んて特に頭悪い方だから、こういうふうなことが理解できないのかもしれないのだけれども、手作

りというふうな感じがしないでもないんだよな。そして、意見を募集しますよというふうにして何

百万もかけたものをこうやってぽんと、町内会長見てください、町内会長さん意見くださいと言っ

たって、この計画書をぽんと丸投げで持って見せられたって、俺、果たして何人の町内会長さんが

これを熟知して、そして意見を出してくれるのかなと、コメントをくれるのかなと言ったら、俺、

甚だちょっと疑問に思うんだよな。だから、もう少し、今、氏家委員の言ったようにそこら辺のこ

とをよく理解してもらって、話し合いをよくして理解してもらった上でのコメントをいただく。生

きたコメントをいただく。その答えをいただくというのが大事なことじゃないのかなというふうに

思うのですけどもいかがなものでしょうか。 

○委員長（鈴木宏征君）  三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  まずですね、これは確かに策定の一部作業についてコンサルに

委託してございます。ただ、今、お話あったような全くコンサル丸投げという形はとっているつも

りはございません。当然、策定委員会の中でもんだやつの、そのまとめという部分の作業はしてい

ただいておりますけれども、最初から一つの計画の案を作って、それについて、さあ、策定委員会

の皆さんどうですかというやり方をしてきたという、そういう形ではございませんので、そこのと

ころだけはまずご理解いただきたいなというふうに思います。ただ、やはり、ひとつカタカナの問

題についてはいろいろな計画の策定の中でこれまでもいろいろ議論をいただいているところかなと

いうふうに思います。カタカナも日本語に訳すのが適切なのかどうなのかという、そういうカタカ

ナも実は中にはございましてですね。ただ、やはり分かりづらいものについては極力日本語で通じ

るものについては、日本語で整理するというのはご意見のとおりかなというふうに思いますし。も

う一つはですね、前段申し上げたようなですね、やはりカタカナ言葉と言いながらも、これはある

程度今の世の中にそれなりに浸透している言葉というのもあります。ただ、その部分が分かりづら

いという部分なんかについては注釈を付けるとかですね、そういうことはしていきたいなとそんな

ふうに思います。あと、今の意見募集の関係ですが、これは別に町内会長さんだけにご意見くださ

いというふうにご案内しているものではございません。町民皆さんに今回のこの素案についてのご

意見をいただきたいということで、町内会を通じて皆さんにご周知をさせていただいているという
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ことでございまして。それは先ほど氏家委員の方からもお話ありましたように、それじゃあ町民の

皆さんがどれだけこれに関心を持って意見を言っていただけるかという、そこのところは結果をみ

なければ今のところ未知数のところはあります。そういうところで、一つとしてはその地域に出向

いて説明というご提案もいただきました。それについては先ほど私が答弁申し上げたとおりでござ

いますけれども。いずれにしても、ぜひですね、我々の方としてもただ手続き上の手続きでやって

いるつもりは毛頭ございませんので、そういう手法を用いて皆さんに周知を申し上げて、いろいろ

ご意見があれば頂戴したいと。その中で反映できるものについては、次の案の段階までに整理して

最終計画案にしていきたいとそういう考え方を持ってございますので、ぜひ、多くの方からのご提

案をいただければ大変ありがたいなとそんなふうには思っております。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、根本委員。 

○委員（根本道明君）  冒頭、丸投げというちょっと乱暴な言い方をして、課長からそのような

答弁がございましたが、それについてはちょっと言い過ぎだったかなと思います。しかし、他の市

町村ではですね、やはり手作りでやっている町もあるということをぜひご理解してもらいたいんだ

よな、こういうふうな福祉計画については。ちなみに登別市はこれに対しての予算は確か 14、5 万

で作っているわけだな。それからもう一つ、白老町よりも人口の多い伊達市は確か予算では40 万か、

50 万ぐらいの予算でやっている。白老町はこれを240 万使っている。そして、福祉計画を作ってい

るわけだよね。登別の福祉計画がどういうふうなものなのか、その中身まではまだ、ちょっと時間

的に無かったものだから調査はしていませんけれども、素晴らしいこの計画、立派な計画ですから、

多分こういうふうな計画なのかなと。これよりも落ちるのかなとは思っていますけれども。そうい

うふうなことで、別なあれですけれども、白老町の 5 ヵ年計画やなんかもやはりコンサルタントに

お願いをしないで自前で作っているというふうなことがあるわけです。自前で白老町の職員が作る

のだよというふうな意識になっているわけであって。そういうふうなことから言ったら、こういう

ふうなこともやっぱり自分達が汗でいろいろ情報収集をして、そして作っていくという努力がやは

り必要だと思うのですよね。そういう意味でおいて、コンサルタントに頼むといろいろな難しい、

僕が難しい、他の人は理解できるのかもしれないけれども、難しい言葉が雲に巻くような、どこに

でも通ずるような、どこの町にでも通ずるような言葉が出てくるわけで。そういうふうなことでも

う少し町民にこういう計画ですよというふうなことを熟知してもらうためには、あまり変則的な言

葉ではなくストレートに受け入れられる言葉を使ってほしいというのが僕の考え方であって。今、

三戸課長もそのようにおっしゃっておりましたが、これからもそのようにしていただきたいなと。

まず、そういうことです。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  いわゆるコンサルに頼らない、町職員あるいは町民の方々の協

力を得ながらの手作りという作業、その部分は基本的にはコンサルに委託してございますけども、

考え方につきましては先ほども申し上げましたけれども、そういう姿勢の下で進めてきたというこ

とだけはご理解いただきたいなと思います。それで今回ですね、これは何て言いますか、組織上の
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問題と言いますか、そうなるかどうかはあれですけれども、たまたま16 年度の中で 3 つの計画を取

り組まざるを得ない、そういう日程的な問題があったということも実はございましてですね、その

中ではやはり一部取りまとめ的なところの作業、あるいはいろいろ国だとか道だとか動きの中の情

報の把握を含めてですね、あるいは専門的なことも中には出てくるものもありますけれども、その

辺についてはやはりコンサルの協力をいただいた中でやるというのが、この 3 つの計画を作り上げ

ていくというそういう部分の中ではどうしても一部委託に頼らざるを得なかったという、そういう

事情があることもご理解いただきたいなというふうに思います。それと、予算的なお話しもちょっ

と出ましたが、実はこの地域福祉計画と障がい者福祉計画につきましては予算も別々の予算ですけ

れども、なるべく安くあげる方法はないかということでセットで実は入札いたしました。その結果

ですね、この 2 つの計画を併せて280 万ほど。ですから、1 本、1 本については147 万でしたでしょ

うか。そういう安くあげたという経過もございます。確かに地域福祉計画 1 本で 240 何万ぐらいの

予算を持っていたと思いますが、それが 147 万ぐらいで動いていると。そんな軽減策含めて発注方

法も検討した結果がそういうことになっているということもお知りおきいただければなと、そんな

ふうに思います。再三申し上げておりますように、やはり計画というのは誰が見ても分かる計画に

しなければ駄目なのだろうなというふうに思います。カタカナ文字あるいは英語標記、英語標記は

今回ありませんけども、カタカナの部分についてはそれを日本語に訳すよりもカタカナそのものが

浸透しているものもあるというのも、これも今の世の中事実でございます。ただ、その中でもちょ

っと分かりづらいなという部分は当然それなりの注釈を付けるなり、場合によっては日本語で訳し

ても意味の通じるもの、そういうものについては今後の作業の中で整理をしていきたいなとそんな

ふうに思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  どうぞ、谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  先ほどの意見の収集、パブリックコメントですね。意見を今、16 日から 25

日まで町民の意見を聞くということなのですが、これが丁度、私もちょっと町内会の方のあれをや

っていますので回ってきたのですが、あれに対する意見を出しなさいということなのですが、非常

にちょっと内容がですね、あの回覧でもって判断するということは非常に難しいのではないのかな

という、そういうふうに私自身は感じました。今、こうやって聞いていて。だから、この辺につい

て、まだ事前ですからこの後どうなるかわかりませんけれども、そんなような感想でしたので、こ

れをまず一点挙げておきます。それとあとなんですけども、要はこのあれにつきましてはですね、

やはり地域の繋がり、行政の繋がり、これをうまく持って行くかという、これは絶対に必要なこと

ではないかと思うのです。というのは、今、町内会の活動の中には今言ったふれあい広場というの

があるのですが、やはりこれを大いに生かしていくべきかなとそういうふうに私自身はちょっと考

えております。それともう一点はですね、住民と行政と繋ぐためには何が必要かということなので

すが、ここでは今言ったいろいろないい事がたくさん書かれております。今言った福祉の人材バン

クとかですね。その人材バンクの中でリーダー的な人材を育てなければならないと。そうするため

にはどうするかということが一番問題だと思うのです。で、その人が中心となって、今言った協働
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ですね、協働で実際やっていくということの具体的なものをやっぱり示さなければちょっと難しい

かなという感じはちょっとしました、はっきり言って。そして、書いてあることの中でですね、人

材を把握するとか、専門的知識を持った人で地域に埋もれている人と、そういう人をやはりリーダ

ーにすると。それとまた、リーダーの養成をするというようなことがこの中できちんと書かれてい

るわけですね。ですから、こういうことをきちんとやらなければ、私はいろいろやはり途中でスム

ーズに行かない部分が出てくるかなとそういうふうに私自身は今、考えているところです。だから、

この辺のところをやはり、まだ先は長いですから、もっともっと検討しながらやっていかなければ

ならないとそういうふうに考えておりますけども。この辺のところを、意見をちょっと聞かせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  おっしゃるとおりですね、ここの計画の中で地域の皆さんとの

協働の中でこの地域福祉計画を構築していくという、地域福祉計画の一番根本はそこに実はあるの

ですね。ですから、そこの部分では基本的にまず町民の方々の皆さんの地域福祉活動に対する参加・

協力というのが実は一番大きなところになってくるのですよ。その時にですね、参加・協力は当然

いろいろな情報を提供したり、周知啓蒙を図ったりそういうことも当然必要になると思いますが、

やはり地域なら地域の中でそういうことをいろいろ中心になってやっていただけるリーダーという

ものも必要だというのも結構やっぱり大事な要素なんだろうなというふうに思います。町民の皆さ

んに地域福祉の必要性、大事性と言うか、そういうものを普及啓蒙していく部分なんかでいけば、

先ほどちょっと出ていましたふれあい広場というのは社協さんの言っているふれあい広場なのかど

うかちょっとわかりませんけども、ふれあい広場というのは実は隔年で今やっていますが、そうい

う部分のイベント等を通じて、そういう地域福祉のあり方、必要性みたいなものを啓蒙していくと

いう、これも当然そういう形の中で取り組んでいけることかなというふうに思います。 

人材育成・人材バンク、これは当然、何度も申し上げますけれども、そういう今のそれぞれ個別

計画を推進していく上でも当然行政のできるものと、あるいは民間の方々の協力を得てやらなけれ

ば駄目な部分というのは、これは絶対に出てくるのですよ。それは、結局それぞれの個別計画、先

ほど言いましたように高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、あるいは次世代の支援行動計画、

障がい者計画、こういう個別の計画においてもそういう地域との関わりを持って進めていかなけれ

ば駄目だというのは全部ぶら下がっているのですね。そのぶら下がっているやつをそれぞれの個々

の個別計画ごとにやるという考えよりもですね、そこには同じような性質のものがぶら下がってい

るものですから、それを地域福祉計画という大きなくくりの中で横断的にその取り組みの考え方を

示していきたいという、あるいはまた実践をしていきたいということですから、本当に大事なこと

だなというふうに思っています。この辺についてですね、この中で個々具体的にどこまでできるか

という問題はなかなかちょっと難しい問題あるのですが、基本的にはこの地域福祉計画は一つは理

論計画と言いますか、理想計画と言いますか、そういう考え方をまず示してですね。ただ、それだ

けでやっぱり計画としてはちょっと小さい計画かなと思いますから、ちょっとした具体的な取り組
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みみたいものも実は中に入っていますけれども、それを実際具体的に展開していくという実践計画、

行動計画、そこが一番大事なことになるのだろうなと。ここで基本的な考え方を示して、それを具

体的に今度取り進めて行くですね、そこの整理をですね、これは先ほど言いましたように地域福祉

計画の一番要になるでしょう社会福祉協議会あたりが打ち出す実践行動計画、実践計画、これらの

中でこの計画といかに連携を取りながら、整合性取りながら進めて行くか。当然それは、あとは社

会福祉協議会にお任せですよという考えは毛頭ございません。行政としてやるべきことは当然あり

ますから。そういうことを基本的な考え方の元に具体的に推進していく、そこの体制も含めて構築

していく必要が行政としてもあるのだろうなとそんなふうに思っております。 

○委員長（鈴木宏征君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  今の説明で大体分かりますけどね。私の今、一番言いたいのはですね、要

するに地域なり、団体なり、グループなりとこういう人たちの横の繋がりが絶対必要だと思うので

すよ。これをやっていくためにはどうするかというようなことが一番大事なことではないかなとそ

ういうふうに考えるのです。だから、それがそういう繋がりがあって初めてやはり実践、そして計

画に繋がってくるのではないかなとそういうふうに思いますので、計画素案の段階、そしてまた骨

子があり、そして今後進んでいくのですが、これらのことを重点において一つやってほしいなとそ

ういうふうに思います。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君）  近藤委員。 

○委員（近藤守君）  2 点ほどお伺いします。計画の基本理念の中に基本的視点ということで 6

項目の題目があります。1 番の基本的人権から最後は歴史文化を活かしたとありますけども。この

中に 4 番の男女共同参画という題目があるのですけども、何か福祉計画の中に今さら男女共同参画

というのも不釣合いな表現じゃないかというふうに思います。白老町でも10 年ぐらい前から男女共

同参画ということをやって、いろいろやってきてですね、今はもう、ほとんど男も女もないという

ような形でいろいろな住民活動をしていると思います。特に 3 番に住民参加・住民自治という項目

があるわけで、これには全てが男女共入ることであって今さらここに男女共同参画の推進を挙げた

のはどういう理由かということがまず 1 点と。それから本計画の期間が 17 年度から 21 年度という

ことですけども、実際にこれを運用と言いますか、実行するのはいつ頃になるのかということ。こ

の 2 点についてお伺いします。 

○委員長（鈴木宏征君）  三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  男女共同参画をここで基本的視点の中に入れたのは何故かとい

うことなのですが。確かにおっしゃるとおり、住民参加・住民自治、その中には男女全部含めてい

るでしょうとそういうことなのですが。やはり今、男女共同参画という言葉はいろいろ一般的にな

ってきている話ですし、当然そこには男性女性の差別も無ければ何も無いというのは当たり前の話

で当然の話なのですが。ただ、やはり今、男女共同参画という計画づくりを白老町でもやっていま

すが、そういうことの何と申しましょうか、そういう計画づくりを今していることそのものがやは

り今、男女共同参画というものもまだまだ緒についたところなのかなというふうに私個人としては



 ２２ 

そういうふうに思っております。その中でですね、この地域福祉計画という部分でいけばですね、

当然地域住民ということからいけば、それは男性も女性も、あるいは子供からお年寄りまで全て含

まれるという、それはまさにその通りでございます。その通りなのですが、やはりそこに今の男女

共同参画という視点がやはり今までにはなかなかこういう言葉が入ってこなかった、そこをあえて

入れたという。あえて入れた理由は何かというのはですね、あえて入れたと言うしかないのですよ。

はっきり言って。やはり、その辺は国のガイドラインなんかでもそこまでは特に言っていないかな。

言っていないのかもしれませんけどもね、この辺は検討委員会の中でもこの男女共同参画、基本的

視点の考え方の整理の中ではこういうことはあまり違和感もなく出てきておりましたし、何故入れ

たかというとちょっとなかなか説明しにくいのですが、やはり今までこういう男女共同参画という

言葉すら地域全体を指す場合にはあまり使ってこなかった言葉なのかなというふうに思うのですが。

おっしゃるとおり地域住民と言えば全部含まれるのじゃないかと、それで事足りるのではないかと

いうことなのですが、あえてここで男女共同参画という今の時代のそういうことを推進していく必

要があるという、そこのところをやっぱりちょっと強調するがための項目として取り組んだという

ことで。ちょっと答えになっているかどうかわかりませんけども、あえて入れたという部分でご理

解いただけるかなと思うのですがね。 

 それと計画期間の関係ですが、実際運用がいつからということなのですが、いずれにしてもこれ

は 17 年度 4 月 1 日スタートということで今、取り組んでおります。この計画策定そのものについて

は 16 年度末、いわゆる3 月までに策定を終えて17 年 4 月 1 日からスタートしたいというふうに思

っております。個々、具体的な問題についてはこれまで進めてきているものがありますから、そこ

の部分については継続的に取り組むこともあるでしょうし、新たな視点で取り組むものについては

やはりそれぞれ関係先と連携しながら、あるいは協議しながら具体的な問題について今後どういう

ふうに具体的に進めて行くかという、その辺の協議には残るものは中にはありますけれども。いず

れにしても17 年 4 月 1 日からこの計画についてはスタートしたいとそういう考え方です。 

○委員長（鈴木宏征君）  近藤委員。 

○委員（近藤守君）  よく分かりました。それでですね、今おっしゃるように例えば小地域ネッ

トワークとか敬老会とかね、やはり福祉に関することというのは各町内会それぞれやっております。

そういうのは継続していくし、どこかであるときにパッと変わるというようなことは無いのですね。

その辺だけ確認したかったのですが。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  先ほどちょっと申し上げましたが、地域の方々のいろいろなご

支援、ご協力いただきながら進めている問題、特に今お話ありましたように小地域ネットワークの

問題だとかですね、あるいは敬老会なんかについても地域の方々のいろいろなご支援の下にやって

いる。これそのものについて、今ですね、この計画ができるからガラッと変わるということにはま

ずならないだろうと。当然、充実していくという部分についての見直しはあるのかもしれませんけ

れどもね。それを後退させるような考え方というのは、この中でも全然そういうことはね。地域福
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祉という全体の推進の上ではですね、特に今の小地域ネットワークなんかについてはもっともっと

充実していかなければ駄目なことだろうと思いますから、充実という部分での見直しはあるにして

もですね、全く新しい考え方でということは無いだろうなとそんなふうに思っています。 

○委員長（鈴木宏征君）  ちょうど今、お昼の鐘もなりましたので、これでちょっと、意見の途

中なのですがお昼の休憩に入ります。再開を1 時にいたします。よろしくお願いいたします。 

休   憩     午後 0 時 00 分 

                                          

再   開     午後 1 時 00 分 

○委員長（鈴木宏征君）  引き続き、地域福祉計画の質問のある方がありましたら、どうぞ。氏

家委員。 

○委員（氏家裕治君）  今までいろいろな方々から意見あったと思うのですけども、私も一つの

この町の地域福祉計画、これ概念であり、理想であり、これが実行計画に移されるまでの、この中

のいくつかが移されるのかちょっとまだわかりませんけども、一つの概念として捉えています。一

つですね、第 6 章にもあるように総合的に、または横断的な保健福祉サービスの推進が重要である

という話の中からですね、やっぱりその中でも地域福祉コーディネーターと言いますかね、そうい

った方々が本当に中心になって、こういったケアシステムの確立が大切なのだろうなと思います。

で、その中でも小地域ネットワークと言いますか、先ほどもちょっと何回か出ていたと思うのです

けどふれあいチームというのが社会福祉協議会の方で組織されていると思うのですけども、これが

各町内会で組織づくりがされております。これは昨年の12 月の議会でも防災組織のあり方というこ

とについて質問させていただきましたし、また平成 17 年度から町内会連合会がこの防災組織の見直

しと言いますかね、そういった中でこのふれあいチームの部分も多分念頭に置きながら組織の改正

もされるのではないかと思いますけども。私がふれあいチームというものを町内会の中の防災組織

の中で昨年ちょっと勉強させてもらって、見た結果ですね、課長の言われるように、このふれあい

チームが本当に各町内会で充実した取り組みがもし行われるとすればですね、本当に理想的なそう

いった住民による福祉活動ができてくるのじゃないかなと私も思います。ただですね、今回このふ

れあいチームというものをちょっと見てきた中で思ったことが一つあるのですよね。それはやっぱ

り社会福祉協議会からふれあいチームを作成することによって助成金がいくらか出ています。これ

が町内会の活動費の一部になっている。これは、それでいいのですけどもね。ただですね、地域の

一人ひとりにふれあいチームというものがどういうものなのかというのが理解されていないことが

多い。で、これを本当にもっともっと綿密にですね、これは本当に今、町内会連合会が取り組んで

行くことだと思います。ただ、行政そして社会福祉協議会、またこれが本当にそれこそ横断的なそ

ういった情報の交換、そして、あり方、そういうものにもやっぱり触れていくことが必要なことじ

ゃないのかな。そして、どうやったら周知、また認識してもらうことができるのかな、そういうこ

ともやっぱり話し合って行く。町内会連合会、社会福祉協議会、または行政という、本当にそうい

った連携の中でここを充実させていくことが、本当に一番僕、重要なことじゃないのかなと思うの
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ですけども。そのことについて、もし考え方があれば課長の方からお聞かせ願いたいと思うのです

が。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今、氏家委員からお話ありましたように、私も小地域ネットワ

ークのふれあいチーム、これが全町的に出来上がってくれば本当にそれぞれの地域のですね、地域、

地域でそれぞれ特徴があると思いますのでそれぞれの地域の特徴に合わせたいろいろな活動がなさ

れれば本当に小地域ネットワークの形ができるのかなと。もちろん、小地域ネットワークができて

もですね、一元的にはそれぞれの地域の中の課題解消に当たっていくという部分ではもちろんのこ

となのですが、当然小地域ネットワークが白老町全体としての横の繋がりを持ってですね、例えば

この地域福祉計画を一つ基本理念ありますし、基本目標ありますし、あるいはまたそれを実践して

いく上で、先ほども言っていますけども社会福祉協議会が実践活動として行う実践計画、そういう

ものを具体的に展開していく上でそういう一つの地域福祉という大きな括りの中からそれぞれの各

地域の小地域ができて、その個別の実践計画みたいなものが各地域に浸透されて、そして当然その

地域、地域による特徴というのはあると思いますけども、その地域の特性にあった活動を実践して

いくという形が整ってくればですね、まさに地域福祉計画の地域福祉そのものの形が出来上がるの

かなとそんなふうに思っております。先ほどもちょっと申し上げましたように、このふれあいチー

ムも従前、箇所数がなかなかちょっと膨らんでいかなかったという面があったようですが、昨年で

は一気に10 箇所ばかり増えたというような話もお聞きしておりますから、そういうものをどんどん

広げていくというのがまず一つ基本だと思いますし。今、お話ありましたように、その町内会の中

でもふれあいチームというものを組織していながら、それじゃあ町内会の会員皆さん方にどれだけ

の浸透がなされているかと、そういうところも無きにしも有らずなのかなというふうに考えられま

す。当然、それぞれの町内会の中でいろいろ創意工夫をして同じ町内会の会員さんにどういう周知

を図って、どういう協力を求めていくかというのはそれぞれやはりチームを作った町内会の方々の

中でいろいろな実践活動を含めた中で浸透させていく必要があるのだろうなというふうに思います。

ただ、全体的な話としては社協さんが事業主体でやっている事業ではございますけれども、町の方

としてもこの地域福祉を推進していく上で、こういう小地域ネットワークの塊というのがやっぱり

大事だろうなというふうに私も思っていますから、そういう部分の広報活動と言いますか、情報提

供と言いますか、そういうものなんかについては今後も頭に入れて周知を図っていく必要があるの

かなとそんなふうに思っております。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  私も社会福祉協議会の方でやっていることなので、行政がどこまでそれ

に入っていけることなのか、また入っていくべきなのかということはちょっと若干その辺の話は私

もよくわからない部分なのですけども。ただ、やはりですね、町内会でもし今年あたり17 年度に町

内会連合会がこういったチームの編成だとか、内容の把握に対して町内会で本当に取り組んで行く

という姿勢が見られた時にですね、例えば出前トークだとか、町内会単位でどうしていいのかちょ
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っと聞きたいんだと。うちはこういうふうにやっているのだけど、これじゃあ駄目なのかとかです

ね。それこそ、こういった様式に囚われることなく、その地域の実情にあった、本当に一番大事な

のは先ほど課長も言われていたように実践的な活動に結び付いていくことが一番大事なことであっ

てですね、決して書類を分厚く集めることが一つの目的ではないと僕は思うのですよね。ですから、

その地域の実情と言いますかね、町内会の実情にあったチーム編成と言うかですね、チーム編成と

いう言葉が適当なのかどうかちょっとわかりませんけども、そういった組織づくりをできるような

体制を行政としてバックアップしていくことも必要だと思いますので、ぜひその辺を、もしそうい

った機会があれば話し合い、または取り組み、皆さんで連携して行っていただきたいなと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  まったくですね、私どもの方としては社会福祉協議会の取り組

み事項だから行政の云々という考え方は実は持っておらなくてですね。当然、私ども福祉に関わっ

ているポジションからいけばですね、当然、社会福祉協議会との連携とはどうしても欠かせないこ

とでございまして、そういう部分では今のふれあいチームの問題についても行政の方として支援で

きるものについては積極的に支援したいなと思っていますし。出前トークの話もありました。例え

ば、ふれあいチームと言いますか、そういう小地域ネットワークの中で災害の問題についていろい

ろ議論されてきた経過、町内会連合会のいろいろな会合の中でもありましたですね。その中でも担

当の方からも話していると思いますが、そういう今、自主防災組織なんかの構築をぜひお願いした

いというそういうあれしていると思いますけれども。その中でも言っていると思いますけれども、

それは何も新しい組織を作らなくてもですね、今あるそういう組織を拡大的にやっていくことでそ

ういう構築されるのではないかという。また、それそのものについてのお分かりにならないものに

ついては、いつでも言っていただければ出前トークでも何でも地域に出向いてご説明申し上げます

よと、そういうことも言っているかというふうに思います。そんなような機会も通じながら取り組

んでまいりたいなとこんなふうに思っています。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、根本委員。 

○委員（根本道明君）  29 ページの 3 番。地域生活支援専門職、何かこれコミュニティソーシャ

ルワーカーとなっていますけども、これは、この地域というのはどのぐらいの単位を考えているの

かということがまず 1 点と。専門職という職が付いていますけども、これに対する何人ぐらい白老

町でそういうふうな人方を養成するのかということがまず 2 点目と。それと当然、職ですからボラ

ンティアじゃないと思うのですけれども、どういうふうな考え方で行くのか、もう少し具体的に教

えてください。 

○委員長（鈴木宏征君）  三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  このコミュニティ・ソーシャルワーク体制の構築という部分で

若干先ほどの説明でも触れましたが、いわゆるコミュニティ・ソーシャルワークという役割という

のはですね、いわゆる公的サービスの部分を一つ担う繋ぎ役の役割というふうな位置づけを実はし

ております。そういう面でいけばですね、これを地域を、それじゃあどういう地域でということに
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なりますと基本的にはやはり公的サービスですから地域というはやはり、ここで言う地域というの

は白老町全体を指していいのかなとそんなふうに思っております。当然、専門職ということでござ

いますから、ここには例えば今いろいろな介護にしてもですね、高齢者福祉にしてもケアマネージ

ャー的な人がいたりですね、あるいはいろいろ保健予防の中でいけば保健師活動の中の保健師さん

という部分もおります。ここでそういう人方もいろいろな役割を担う部分になるのですが、それじ

ゃあそれをソーシャルワーカーという人が別物なのかという認識は実はしておらなくてですね、や

はり、そういう今、現状にあるサービスの、この人方は直接なサービスの提供者ではありませんか

ら、いろいろなサービス提供事業者との繋がりの役目をしたり、いろいろな相談を受けたり、指導

をしたりというそういう役割になっていると思いますけれども。そういう意味での専門職という部

分ではですね、今言ったような人方も当然入ってくるでしょうし。場合によってはですね、これは

今、これからのいろいろな組み立ての中で検討したいなとは思っていますけども、例えばそういう

人方の活動そのものについてもコーディネートできるようなそういう役割の職種、それが例えばど

ういうあれになるのかなというのはちょっとこれからのあれになりますけれども。何かそういう公

的部門の中で行政が果たすべき役割の部分の中でそれぞれいろいろなサービスの要求あるものに対

してどういうふうに関わっていくか、それを調整したりですね、他のサービス事業者に繋いでいく

とかですね、そういう役割をするというのが基本的にここで言っているコミュニティーソーシャル

ワーカーという、そういう役割を持つ人だろうというふうに思っています。ですから、ソーシャル

ワーカーとして、それじゃあどういう職種のというのになると、今段階で言えるのは先ほど言った

ようなケアマネージャーだとか、あるいは保健師だとかそういう人方総じての専門職ということに

なると思いますけれども。もう一つ発展的に考えていけばですね、そういう人方そのものを束ねて

いく役割というものも出てくるのかなと。それがどういう言葉で言う専門職になるか、ちょっと今

のところ思いつきませんけどもね。いずれにしても地域福祉という大きな括りの中での公的サービ

スの中の役割を担っていく上でのやはり中心になるというそういう部分というのはどこかでやはり

必要になるのだろうなと、そんなふうに実は思っていまして。ちょっと今、具体的にコミュニティ

ソーシャルワーカーというのはどういう専門職かというのは具体的には申し上げられませんけども、

いずれにしてもその一端を担うのは現状の中でもある、行政の中で居る専門職、これらの人方がま

ず、第一義的には関わっていくのだろうなとそんなふうに思っています。 

○委員長（鈴木宏征君）  根本委員。 

○委員（根本道明君）  今までケアマネージャーとか、それから社会福祉士とか、国で国家試験

を取って、そして、そういうふうな仕事をしている人達が何人か白老町の中にはいますよね。そう

いう人方の別に作るのか。今の説明を聞いていたら何か屋上屋というか、帽子の上にまた帽子をか

ぶるような、そういうふうなね。その人方がそれを担うのだって言うのであるならば、何もこんな

難しい言葉でコミュニティソーシャルワーカー何ていうふうなことをしなくたって、俺はいいと思

うのだよな。その人方が担うなら、ケアマネージャーがやってもらいますよと。白老町にはケアマ

ネージャーが15 人いますけども、これを育成して30 人にしてもらって、そうやってやりますよと。
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俺はもっともっと規模小さくして地域の人方といろいろ相談してやるならば、白老町には町内会単

位でもって福祉部だとか、そういうふうな地域と相談する人もいれば、ここには民生委員も児童委

員も書いていますけども、そういうふうな人が携わるのか。何かよくそこら辺がぼやけてわからな

いものだから。だから、言っているのはやはり身の丈のあった白老町らしさの出たものを作るべき

だと。コンサルタントに頼んでやれば、こういうふうな答えにしかならないのだよということを俺

は言いたいんだよな。だから、もっと生活を知る専門職があるのだったら、生活を知る専門職がど

ういう立場なのかということをきちんと把握していないと駄目だと思うのだよな。ケアマネージャ

ーならケアマネージャーでいいのですよ。それから、社会福祉生活何とかっているよな。必ず福祉

施設の中にはプランニングする人がいますよね。国の資格を持って、国家試験を受けてやっている

人なのか。そういうふうなところで、やっぱりちょっとあれなのかなと。そこら辺をもっと煮詰め

て考えてもらわなかったら。どうですか。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今、根本委員言われているのと、私が今、若干ちょっとご説明

申し上げたものとそんなに離れている話じゃないというふうに私は理解するのですが。いずれにし

ても、ここで言っているソーシャルワーク体制の構築ですから、いわゆる公的部門の役割として、

そこに似合う専門員という部分でいけば先ほど言ったようにケアマネージャーがいたりですね、社

会福祉士がいたりですね。各施設なんかでいけば生活援助員というような、そういう人もおられる

と思いますけども。そういう人方とのいろいろな連携を取って、行政としての役割と担う部分とい

うのは今言ったようなケアマネージャーであったり、あるいは保健師であったりとかですね、そう

いう部分が結局行政単位の方のソーシャルワーク体制という部分でいけば、そういうものを横の連

携含めて構築していくというのはまず基本なのですよ。だから、ケアマネージャーが今やっている

から別にそれに屋上屋重ねる必要ないのじゃないかというお話ですが、それはケアマネージャーも

あったりですね、あるいは違う職種の人方が公的分野の役割として活動している部分というのもあ

りますから。ですから、そういうものを横の連携を取りながら、なおかつ先ほど言いました小地域

の中で地域福祉のコーディネーター役をやっていただく、そういう人方との協議・連携を含めて、

やはり体制としての構築という意味がございますから、そういう部分でそこの例えばトップになる、

トップになると言うかな、中心になってやっていく人がどういう職種のどういう立場の人かは別に

してですね、行政内部としてのそういう役割を担うところの構築というものを、今も実は今後の部

分ではあるのですが、それを体制として、システムとして構築していきましょうとそういう考え方

がここに実は入っているのですよ。ですから、ソーシャルワーカーそのものが専門指導員ってどう

いう職種の人って言われるとなかなかちょっと言いづらいのですが、結局はそういう行政の役割と

して担っていく、あるいは地域とのいろいろな繋がりを持っていく、そういうところの情報提供な

り、あるいは必要に応じた指導をしたりとかですね、そういう部分の役割というのは当然出てくる

と思いますから。それを、そういう行政の方のサービス提供なり役割の部分でシステムとしての構

築をしようじゃないかというのが、このソーシャルワーク体制の構築という基本的な考え方なので
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す。もう一つ対峙すると言いますか、そこの部分で言えばですね、先ほどらい出てきております、

いわゆる地域福祉コーディネーター、これはいわゆる民間でできるものについては民間の方で、地

域でできるものは地域でやるようなそういう体制を作りましょうというのが地域福祉コーディネー

ターで。公的な、全体的なものとして、あるいは地域との繋がりも持ちながらですね、それを推進

していく体制としてソーシャルワーク体制ということで位置づけているものでございますので。 

○委員長（鈴木宏征君）  根本委員。 

○委員（根本道明君）  分かりました。要するに専門職員じゃないからな。専門職の体制を作る

というふうなことだから。ちょっとした誤解をしていました。結構です。 

○委員長（鈴木宏征君）  今のソーシャルワーカーのイメージとして何となくわかるような気が

するのだけども。今、担当課としての、作っている方のイメージとしてワーカーさんの位置づけと

しては、要するに行政側なのか、町民側なのかと言うのか、そういうイメージとしては持っている

のですか。やっぱり公的に、行政側としてそういう体制を作るというのか、民間側にそういう体制

を作ってもらうというのか。そこら辺のイメージというのは出来ているのですか。はい、どうぞ。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  大まかに言いますとですね、いわゆるコミュニティソーシャル

ワーカーというのは行政の方の体制づくり。それで地域の方については先ほども申し上げましたけ

ども、いわゆる地域福祉コーディネーター、小地域ネットワークを含めたですね、そういう活動展

開の組織を段々充実させていってですね。当然そこには中心になっていろいろなニーズを把握した

り、行政サービスに繋げたりというそういう役割の人が当然出てくるでしょうと。そういう人方を

いわゆる地域の福祉コーディネーターと。そういう役割に位置づけていきたいとそういうことなの

です。 

○委員長（鈴木宏征君）  この 3 番の文章を見ますと、地域生活支援専門職の養成が各地域で必

要になっていますとこういう書き方をすると、各地域にそういうワーカーさんというのが配置する

必要となっているのかなというような読み方になっちゃうので何となく。僕もね、これを最初見た

時はやっぱり課長が言っているように、これは地域のコーディネーターというのは民間、地域の方

のコーディネーターであって、ソーシャルワーカーというのはやっぱり公的な位置づけの中で、や

っぱりそういう人達の意見をいろいろなものをそこで一回取り込んで意見を聞いて、そして総合的

に要援護者と言うのですか、そういうところに下りていくのかなと思っていたら、この文章を見る

とそういう養成が各地域で必要になるというような書き方をしていたので何とも紛らわしいなと言

うのか、これは行政としてそういう組織が必要なのであって、各地域にいる必要というのは、何か

そういう読み方になっちゃうのかなと思うのですけど。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  ここの文章の各地域で必要になってきていますという各地域は

ですね、白老町内における各地域でなくですね、いわゆる行政単位の各地域のことを指しているも

のですから。そういうような必要性が各地域と言うのは、各自治体でもそういう必要な情勢と言う

かな、そういうあれになっていますよという地域なのですよ、これは。 

○委員長（鈴木宏征君）  これはちょっと紛らわしいので表現の仕方を変えた方がいいと。ここ
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を見たら、ずっと地域で来ているのに、またここで地域入れると白老の各地域というふうに読み取

られてしまいますので表現は変えた方がいいと思いますね。あと、ありますか。はい、土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君）  小地域ネットワークにおける活動の推進というのが非常に大事だ

ということはわかるのですけれども、やっぱり地域における福祉教育ですか、そういうものが今後

どういう、例えば町内会の中にどういう位置を占めるのか。ということは、やっぱり世代間交流を

図るための町民の意識の高揚ですか、そういうものをこの中にちょっと見出せない部分があるので

すけれども。今、どうしても縦割りになっている部分ってあると思うのです、行政も町内会も含め

て。それをやっぱりどういう形で横に連携を広げていくかというところが、何となくこの策定の中

に見えないような気がするのですけどもね。これから本当に福祉というものが大事な仕事と言うか、

重要な今後の課題になっていくわけなのですけども、福祉教育のあり方というのはどういうふうに、

大きく見てどういう形で進めていったらいいと思われますか。 

○委員長（鈴木宏征君）  三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  なかなか難しいご質問ですけども。福祉教育の推進と言います

かね、そのあり方というのは、これは普通、一般論と言いますか、一つはやはり各家庭であり、学

校であり、地域でありと、そういういろいろなところでの展開が必要になるのだろうと思います。

例えば、地域の中での福祉教育の推進事例と言いますか、そういうものを取り上げれば、まさに世

代間交流なんかを含めたですね、そういうものが必要になってくるでしょうし。あるいは学校教育

の中で行けばですね、ここにもちょっとありますけども、そういう総合的な時間の中で福祉につい

ての知識を深めたりですね、あるいは実践活動を含めてやるということもあるでしょうし。特に学

校教育の中では、従来から学校の中でのボランティア教育みたいなものが長年ずっと培ってきた部

分というのはあると思います。そういうものを実践含めて当然学校教育の中でも展開してもらう必

要があるでしょうし。世代間交流についてはやはり高齢者のいろいろな知識だとか経験、これまで

培ってきたいろいろな実体験を元に子供らとの交流を深めた中で還元していただく。そのことがま

た自身の生きがいにも繋がるという、そういうようなことになると思いますから、いろいろな場面

での展開の方法というのはあるのだろうと思います。今、縦割りという部分でお話ありましたけれ

ども、確かに現状の中での取り組みの中でもいろいろな取り組みとしてはあるのですが、それが一

つの目標に基づいてですね、それがちゃんと系統だってやっているかという部分では確かに縦割り

的な取り組みになっているということはある部分では否めないあれかなというふうに思います。た

だ、その辺をこういうことも私どもの方も、例えば子育ての問題にしても結局部署は結構あちこち

にまたがるのですね。またがるのですが、そういうことを一元的に推進していけるような、いわゆ

る体制も含めて今後やっぱり検討していく必要があるのだろうなというふうには思っています。今、

ここの福祉教育の問題一つ捉えてもですね、確かに教育委員会サイドでやっていたり、あるいは福

祉サイドでもやっていたりというそういう部分。トータルでいけば一つの目標に繋がっているので

すけども、それを土台から目標に向かってスタートしているかと言ったら必ずしもそうでない部分

があるのかなと。その辺はやっぱり今後のいろいろな施策展開にあたってはですね、そういう推進
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の体制含めていろいろ検討していく必要があるのだろうなというふうには、私自身はそういうふう

に思っているのですが。ただ、少なくとも現状の中でもそこは従来、縦割り、縦割りと言っている

やつは今、何一つやるにしてもやはり横の連携を取りながらやらないと進められないという問題が

実はたくさん出ております。ですから、結局はそういう一番やりやすい体制を整えて取り組んで行

くというのが基本だとは思いますけども、現状の中でもそれを有効に適切に展開していく上では横

の連携を密にしてやっていくということがやはりどういう場面でも重要なことなのかなとそんなふ

うに思っています。 

○委員長（鈴木宏征君）  あと、ありませんか。近藤委員。 

○委員（近藤守君）  28 ページの第 6 章の題目で総合的・横断的な保健福祉サービスの推進って、

この横断的なというのは今言った横の繋がりということなのでしょうか。ちょっと横断的なという

ふうになると断ち切るようなイメージで取られるのですけど、このことについてお願いします。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  この地域福祉計画の中の総合的・横断的なというのはですね、

先ほどもちょっとお話ししておりますけども、結局高齢者の計画だとか子供の計画だとか障がい者

の計画だとか、それらの個別計画が実はあるわけですね。そういう計画があるのですが、それらの

計画をそれぞれ推進していく上でそこへ当然ぶら下がっているような課題、これはある種共通的な

課題というのが実はあるわけですね。そういうものを横断的に推進していきましょうという、そう

いう意味での横断的な話ですから、地域福祉計画だけの横断的なという意味ではなく各それぞれに

繋がっている個別計画を横断的に取り組んでいきましょうと、そういう意味での横断的なというふ

うに捉えていただいて結構だと思います。 

○委員（近藤守君）  はい。そういう時にはやっぱり言葉的には横断的という言葉は適切な言葉

なのですか。どうなのでしょうか。ちょっと一般的には違うのかなと。これはそれこそみんなに見

せた時に、はて、なんだろうなという気はしないでもないのですけどね。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  適切な言葉かどうかですね、私どもは適切と言いますか、それ

ほど違和感ないふうに捉えておりましたけども。再度、ちょっと検討させてもらいます。 

○委員長（鈴木宏征君）  あと、ありませんか。もし、無ければ、ちょっと私の方から何点かい

いですか。一つずつちょっとあるので、考え方として細かい部分なのですが。ずっと文章の中で「安

心」という、「誰もがその人らしい安心」とかですね、安心という言葉を使うのですが、全体の中に

も一部 4 ページのところに(2)のところに「その人らしく安心・安全」とありますよね。総合計画で

は｢安全・安心｣なのですが、必ずそういう 2 つの言葉を使っているのですよ、「安全・安心」という

言葉を。それで、各文章の中で「安心」という言葉だけで終わっているところがたくさんあるので、

これはやっぱり総合計画と一緒に「安全・安心」じゃないかなというような気がするので、それを

ちょっと検討してみていただきたいと思います。やっぱり安心だけでなくて、安全というのはバリ

アフリーだとか安全に暮らすためのいろいろなハード・ソフトとあって、安心というのはまた安心
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であると思うので「安全・安心」という言葉を使っていった方が全体の雰囲気として、その人が安

心・安全で、安全・安心でどっちでもいいのですが、総合計画では「安全・安心」という言葉を使

っているのですが、そういう言葉をそのとおり使った方がこれにもぴったりくるような気がするの

で、それをちょっと検討していただきたいと思います。 

 それと、計画の期間。3 ページなのですが、これちょっと表現がですね、一応この計画の期限は5

年間とするというふうに書いてあるのですよね。で、最後に計画は 5 年程度を目処に見直しを行い

ますと書いていますよね。どうも、この 5 年と、5 年程度を目処にという部分がですね、この下の

絵を見ると5 年、21 年までの計画なんだけども柔軟に社会情勢の変化や何かを踏まえて5 年になら

なくても 4 年からと言うのですか、見直すこともあるよというそういう意味で言っているのかもし

れないのですが、何かちょっと紛らわしいというのか、どういうふうに解釈していいのかなという

ようなところがちょっとこれにあるのですが。これはどういう意味でそういうふうに書いているの

か、ちょっと教えていただきたいと思います。それで、前にもらった骨子ではですね、進捗状況を

点検し柔軟に見直していくとか何とかという言葉で、この計画は 5 年程度を目処にという部分が無

かったのですよね。それをここに骨子とは違って素案ではそういうふうに入れたという、そこら辺

の違いですね。はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  最初の方の「安心」という言葉、あるいは「安心・安全」とい

う言葉。この辺は統一させていただきたいと思います。確かに総合計画の中でも「安心・安全」な

のか、「安全・安心」なのかということ、いろいろ議論ありました。安全だから安心なのだというふ

うに落ち着いたと思います。「安全・安心」という、そういうような整理にしていきたいと思います。 

 それから期間の問題ですけれども、確かに骨子の中では 5 年程度云々じゃなく、必要に応じて計

画の見直しをしますというようなことになっていたかと思います。それで、今回の 5 年程度を見直

しという考え方についてはですね、今、委員長おっしゃるとおり 5 年は一応、5 年計画ですから当

然 5 年を終えた段階においては次の 5 年スタートのための見直しをするということになるのです。

ただ、その前段の方に社会的な情勢等を踏まえてと、そこの部分にかけて 5 年程度という言葉を使

っているのは委員長おっしゃるとおりですね、重要な社会状況の変化があれば 5 年を待たずに見直

しする必要も出てくるでしょうと、そういう意味での言葉にしているのですが。それがちょっとわ

かりづらいような表現だとすればですね、これも再検討させていただきたいなというふうに思いま

す。 

○委員長（鈴木宏征君）  それと全体的になのですが、これは今、素案ですからあれなのですが。

6 ページから20 ページのところのいろいろな白老の状況、人口の状況ですとか障がい者の状況が載

っているのですが、ちょっと統一した方がいいかなと思うのは数字ですよね。非常に数字が違うと

言ったらおかしいけど、例えば 3 の高齢者の状況。これは平成16 年現在では5,521 なのですが、下

の方を見ると 5,547。それと書き方なのですが、昭和 60 年と比較すると 2 倍となっているのですが、

他のところは何人が多くなっているとかという書き方もしているので、ここら辺の統一もした方が

いのじゃないかなと思うのと。 
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それと率についても数字がたまたま今のところでは高齢化率についても 10.1 から 25.7 なのです

が、こっちを見ると25.6 となっていますし。こういう小数点のところが丸めてしまっているところ

もあるし、そのままやっているところもあるし、非常にまちまちなのですよ。それで私はやっぱり、

こういう下のほうの数字とぴったり合った数字がいいと思います。次のページ、10 ページあたりか

ら数字を丸めてしまっているのですよ。知的障がい者のところは 0.6 で終わっていますが、下を見

ると 0.65 ですよね。ですから、下の数字と上の数字がやっぱりきちんと合った方がいいのではない

かと思いますが、ここら辺の調整と。 

それと障がい者のところが、障がい者というのが「害」が平仮名ですよね。これがかなり漢字で

書かれているところが。特に表の中の説明で身体障害者とか小さく書いている部分が全然直ってい

ないので。まだ、これは素案ですからあれですけども、これはもう一回ずっとチェックして、障が

い者がかなり平仮名になったり漢字になったりというのが非常に多いと思います。これは統一した

方がいいと。 

自治会という言葉をかなり使っているのですが、これはアンケート調査した時にやっぱり自治会

という言葉を使っているから自治会になっちゃって、今はあまり白老で自治会という言葉は・・・。

町内会ですよね、みんなね。ここら辺、きっと、そういう意識調査の中ではそういう言葉を使って

いるのでこういうふうになっていると思うのですが、これもちょっと不自然だなと思って。全体的

に今の数字ですね、チェックしてみていただきたいと思います。 

それと、先ほども委員から話しがあったのですが非常にカタカナが多いのですよ。マッチングと

いう言葉が24 ページに出てくるのですが、このマッチングというのは、僕の広辞苑が安いのかどう

かわかりませんけど、広辞苑にも載っていないような言葉なのですね。ですから、こういう言葉と

かいろいろな今回新しい言葉がたくさん出てきていますので、ファシリテーターと言うのですか、

これは下の注釈に促進役とか進行役と書いてあるけどそのまま書いていのじゃないかなと思ったり

ですね。こういうところをやっぱり町民の方にわかってもらうという意識の中でなるべくこういう

言葉は分かりやすい、誰が見ても分かりやすい言葉で。インフォーマルというのは公的ではないサ

ービス。フォーマルというのが公的サービスって日本語で書いてあるので、それでなくやっぱりフ

ォーマルと言うなら公的なサービスだとか、インフォーマルは公的以外のサービスとか、何かそう

いう日本語で説明できるものなら説明した方がいいのじゃないかと。逆に公的サービスとは何かと

いう注釈のところで、フォーマルサービスとはと言うよりも公的サービスとはこういうものだとか、

公的以外のサービスとかってもし言葉を使うのなら、そういうものはこういうことですよというこ

とを注釈した方が逆にいいのじゃないかなと思います。 

あとは次の29 ページですか。29 ページもかなり、3 番のコミュニティ・ソーシャルワークがあっ

て、地域生活支援とちゃんと漢字で書いてあるのにわざわざこの言葉を使う意味は何なのかという

のがちょっとわからないのですが、やっぱりこれを見れば、地域生活支援体制の構築というふうに

そのまま読めるのですよね。支援専門職だったら、専門職で。わざわざソーシャルワーカーとかワ

ークとかという言葉を使わなくても、この日本語で何ぼでも説明できるのじゃないかと思うので。
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日本語で説明できるものについては日本語で説明した方がいいんじゃないかなと思います。 

それと 31 ページなのですけども、やはり、せっかく作ったものがですね、僕も中身見たら非常に、

各委員さんからも出ていたように、こういう形に将来ならなければこれからの福祉についても防災

についても、やっぱり公的なサービスに任せてしまってやれるかなと思ったら、僕はやっぱりこう

いう体制を取って行かないと福祉だって何だって出来ないと思うのですよ。で、非常に中身を見て

もそういうことをきちんと書いていて、非常にいい計画だと思うのですが、今までもそうなのです

が作ったのはいいのですが、推進するための組織と言うのですか、推進するためのものというもの

がなかなか無くて本当に作りっぱなしみたいなところがかなりあったので、これを見ますと住民が

主体になった計画推進管理体制というのが書いておりますが、検討していきたいと書いてあります

がぜひこれはですね、ちょっと課長のイメージとしてどういうことをイメージしているかというこ

とをまず、ちょっとお聞きしたいなと思うのですが。はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  最初に資料の関係の数字の統一の関係については確かに違いが

ありますから、この辺は再度整理をさせていきます。これも冒頭にちょっとご説明が漏れていた部

分、実はあると思います。数字的には私どももちょっとチェックしてございまして、これは当然、

図の数字と整合性を取らなければ駄目だろうなとそんなふうに思っておりました。 

 カタカナの文字の関係だとかですね、そういうものについてはなるべく分かりやすい日本語で使

えるものは日本語で使う、そんなようなことも整理をしていきたいと思います。 

 それと推進組織の関係ですけれども、これはどうしても今いろいろな計画があるかなというふう

に思っていますが、それの進行管理をしていくというのが一番大事なことなのだろうなというふう

に思っておりまして、やはり地域福祉計画においてもそういう進行管理を行っていく組織を作って

いきたいなとそういうふうに思っています。それで、住民が主体となった計画推進管理体制。これ

はまさにですね、一つは今回計画に携わった人方、そういう人方を中心とした進行管理体制、そう

いうものを現段階においては考えておりまして、これは総合計画でもそうでしょうし、例えば今、

私どもの方で現実に動いているものとしては高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の推進体制と

して委員会形式で持っておりますけども、そういうような計画に携わってそれがどういうふうに実

行されているのかということが見られれば一番いいのかなという気がしておりますから、計画に携

わった人を中心とした推進管理体制、進行管理体制そういうものを築いていきたいなとそういうふ

うに思っています。 

○委員長（鈴木宏征君）  あと、もう一ついいですか。今、これは社協とか町連合とかいろいろ

な関わりの中でやっていかなければならないというのか、完成出来ていかないと思っているのです

が、ボランティアセンターとか町民活動センターというのは出来ていますよね。やっぱり、そうい

うところの関わりというのが社会福祉協議会、町内会というそういう関わりの中で、そういうよう

な部分についても考えていることは考えているでしょ、関わりとしては。ボランティアセンターと

いうのが今、社協に出来ていますし、結構関わり深いところかなと思うのですよ、この計画の中で

は。あと、町民活動センターというのが町連合の中に出来ていますよね。そういうところの関わり
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というのはこの計画の中では非常に深く関わってくるのかなと思うのですが、それは社協とか町内

会という括りの中ではそういうものも意識して考えていらっしゃっているのかどうかということを

ちょっとお聞きしたいのだけど。はい、課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  これはまったくそのとおり。関わっていかないと個々、別個に

やる話の問題ではないと思います。基本的に今、社協に立ち上がっているボランティアセンターに

つきましては町連合にあります、いわゆる町民活動センターですか、それの中の一つにも位置づけ

られておりまして、そして、なおかつ今、社協ありますボランティアセンターはその中の福祉実践

母体の位置づけという形で実はやっているのです。そういう中ですから、先ほどもちょっと計画の

中身の中でもちょっと出ていたかなと思いますが、いわゆる、そういうボランティア活動だとかそ

ういう人方の人材育成だとか人材発掘、そして人材登録というそういうものあったと思いますけれ

ども、そういう登録なんかについてはボランティアセンターという中に登録していただくことによ

ってですね、そこからサービスの必要な人に繋げていくという、そういう役割がボランティアセン

ターにありますから、そういう人材の登録だとかあるいは発掘も含めてだと思いますが、そういう

ものを担っていただく上でもボランティアセンターの位置づけというのはそういう役割があるのだ

ろうなとそんなふうに位置づけております。 

○委員長（鈴木宏征君）  もう一つ。今、出ましたので、この25 ページにある地域福祉情報ネッ

トワークですか、この中に僕も地域福祉人材バンクというのがありますよね、これの位置づけとい

うのがどこにあるのかなというのがちょっと、非常にこれはこれでバンクを作るのかなというよう

なイメージで見ちゃったので。僕はボランティアセンターがあるのに、じゃあボランティアセンタ

ーの関わりというのはこういうところでどう考えているのかなと思ったのでちょっと今お話を聞い

てみたのですよね。ただ、そういうふうな今の課長のお話ですと、この地域福祉人材バンクという

のはそういうところに登録された、そういう情報というのを意識しているということでよろしいの

でしょうか。はい、課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  まさにですね、この人材バンクというのはこういうことを推進

していく必要がありますよという。システムとしての必要性を今ここで謳っているわけですね。で

すから、それを具体的にそれじゃあどこがどうやってやるかというのはですね、この人材バンクを

事業として別個に立ち上げるのではなく、既存のそういうものを活用していけばいいのかなとそん

なふうに考えています。 

○委員長（鈴木宏征君）  わかりました。あと何かありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（鈴木宏征君）  ありませんか。それでは、この地域福祉計画につきましてはこの程度

で終わってよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（鈴木宏征君）  そうしましたら、終わりましたので10 分ぐらい休憩します。5 分まで

休みます。 
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休   憩     午後 1 時 55 分 

                                           

再   開     午後 2 時 05 分 

○委員長（鈴木宏征君）  白老町障がい者福祉計画の素案について説明をいただき、質疑に入っ

て行きたいと思います。課長よろしくお願いします。はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  最初にレジメの後についている資料 1 の裏でしょうか、それを

ちょっと見ていただきたいと思います。白老町障がい者福祉計画策定の根拠法例になります。これ

につきましては障害者基本法で7 条の 2、3 項で市町村は障害者基本計画を基本とするとともに、地

方自治法第 2 条第 4 項の基本構想に則し、かつ当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該

市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定するよう努めなければならない、

こういう根拠法がございまして、それに基づいて策定するものでございます。これまで白老町にお

きましては平成9 年度から14 年度までの6年間とする白老町障がい者福祉計画というものがござい

ましたけれども、14 年度で終了してございました。ちょっと若干中を空いた格好になりましたけれ

ども、16 年度で策定して 17 年 4 月 1 日からスタートする新たな計画として策定するものでござい

ます。また、北海道におきましては北海道障害者基本計画というものを平成 15 年から 24 年度まで

の 10 年間の計画を立てております。これにつきましても前計画が平成 5 年から 14 年度という計画

でございましたが、その終了によりまして新たな障害者基本計画を策定したものでございます。こ

ういう根拠法に基づいて白老町における障がい者福祉計画を今、策定中でございます。 

この資料の中の、最初にお渡ししております、これまでの計画の関係の資料をちょっと見ていた

だきたいと思いますが。Ａ３の大きな資料でございます。この中の一番右端の方に白老町障がい者

福祉計画の策定委員会・検討委員会の開催経過ということで載せてございます。まず、第一回目の

策定委員会・検討委員会の合同会議につきましては 9 月 8 日スタートしてございます。その前段と

してニーズ調査を実施してございますけれども、それらのニーズ調査を終えてですね、その調査報

告ならびに現状報告、課題抽出ということを議題として合同会議を開催してございます。9 月 15 日

には障がい者ご本人、あるいは各団体等との意見交換会を開催してございます。当委員会からは 8

名の出席をいただき、参加者、障がい者及び団体等の方からは15 名の出席をいただいて現状におけ

るいろいろな課題等のお話を伺いました。それから、10 月 14 日に第 2 回の策定委員会・検討委員

会合同会議を開催いたしまして、フリートークで出された結果の検証、あるいはそれらから導き出

される重点課題の洗い出しなどのグループ討議を行ってございます。第三回策定委員会・検討委員

会合同会議、11 月 4 日に基本理念・基本目標等の討議を行っております。11 月 29 日第四回策定委

員会・検討委員会合同会議において、基本目標あるいは具体的事業等のグループ討議を行ってござ

います。12 月 9 日には第五回の合同会議を行いまして、このときにも基本目標あるいは具体的事業

等のグループ討議を行っております。そして、年が明けて 1 月 14 日ですが、行政側の検討委員会を

開催して、これまでの議論を踏まえて素案の検討を行っております。1 月 18 日には第六回の策定委

員・検討委員合同会議でこれら素案についての審議をいただいております。それらの審議を踏まえ
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ながら 2 月 1 日から 14 日今日までですが、町民の皆さんからの意見募集を行っております。今日が

最終日ということになっておりますが、現段階においてはまだ来ておりませんがこれらの資料につ

いての照会等もありましたので、もしかすると何かしらの意見が出てくることを期待しております。

そういうような経過を踏まえてこれまで議論を重ねてまいりました。 

そういう経過の元にお手元にあります白老町障がい者福祉計画素案というものを現段階でお示し

をしております。まず、1 ページ第 1 章につきましては計画の基本的な考え方ということで計画策

定の趣旨をここで明示しております。これについては、これまでの白老町における障がい者福祉サ

ービスの取り組みだとか、あるいは国における障害者基本法、平成 5 年に障害者基本法というもの

の施行がありますけれども、そういうようなところからノーマライゼーションとそのリハビリテー

ションの理念というような新たな考え方なんかも示されておりますし。特にバリアフリーの関係な

んかで行けば、ハートビル法であるとか交通バリアフリー法とか、そういう関連制度の整備が進め

られてきております。また、最近におきましては精神障害者保健福祉法の一部改正、あるいは知的

障害者や精神障害者に係る市町村への事務事業の委譲といったような、そういうような変遷を経て

来ておりまして、やはり障害者福祉制度そのものも大きく変わったのは平成15 年に支援費制度がス

タートしておりますけれども、いわゆる従来の措置制度に変わって利用者が必要な障害者福祉サー

ビスを主体的に選択するという、そういう大きな制度改革も行われております。こういうような時

代背景を元に全ての障がい者が自己選択、自己決定により地域の中で自分の望む生活を送り続ける

ことができるよう、地域全体で支える仕組みを計画的に推進する白老町障がい者福祉計画を策定し

ますよと。そういうような基本的な考え方をここで述べております。 

めくっていただいて 2 ページは計画の位置づけでございます。計画の位置づけにつきましては先

ほどお話し申し上げましたように障害者基本法に基づくものでございまして、障がい者福祉計画に

ついては策定の絶対的責務ではありませんけれども策定に努めなさいという法の趣旨がございます。

ここでも、先ほど地域福祉計画の方でも示してございますが、第 4 次の白老町総合計画を上位計画

としてそれぞれ老人保健福祉計画とか介護保険事業、あるいは児童育成計画、これは次世代育成支

援行動計画ですが、あるいは男女共同参画プラン、それと白老町障がい者福祉計画、健康日本２１

といったような各個別計画の一つとして白老町障がい者福祉計画がありますよと。それらの個々の

推進を図っていく上で横断的に繋がっていくようなものについて白老町地域福祉計画がありますよ

というのは先ほどご説明のとおりでございます。 

計画の期間でございます。計画の期間につきましては平成17 年度 4 月 1 日をスタートとして考え

てございますが、2005 年度を初年度として 21 年度の 5 ヵ年計画ということにしてございます。次

期計画については今計画の終了年の 21 年度内に改定して今後の時期の計画に向けて行くというこ

とにしてございます。この 5 ヵ年の関係につきましては他の計画との整合性を全体的に取っており

ます。先ほども地域福祉計画の方でも 5 ヵ年というふうにお話し申し上げております。地域福祉計

画の方も実は国の方のガイドラインの中でも計画につきましては概ね 5 年としますよというガイド

ラインが出ておりまして、まず、それで地域福祉計画の方は 5 年としております。それから、この
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後にご説明申し上げます次世代育成支援行動計画、これにつきましても一つの指針が出ておりまし

て、この計画については概ね 5 年を目処とするという計画内容になってございます。そんなことも

ありましてですね、この障がい者福祉計画についても 5 年ということで他の計画との整合性を取っ

ているということになってございます。ちなみに町の第 4 次の総合計画については16 年度スタート

の 19 年までの 4 年計画ですか、そういうことになっていますから、1 年のずれはありますけれども

概ねその中に含まってきますし。大体、そういう 5 年の中でいろいろな計画が見直しの時期になっ

てくるのかなと。多少、1 年ずれというような計画もありますけれども、基本的には今回 3 計画期

間については5 年ということで整合性を取ったということになってございます。 

それから 4 ページから第 2 章、障がい者を取り巻く現状と課題ということで、一つには人口構造

の変化。それから大きくいきますと障がい者の生活実態、6 ページ。それらを現状として捉えてご

ざいます。当然、人口の関係だとか障がい者の状況、身体障がい者の状況だとか知的障がい者、精

神障がい者の状況等については統計上の資料になってございますが、6 ページに障がい者の生活実

態等からにつきましてはアンケート調査から拾い出してきた実態でございます。こういうような現

状認識をしながら17ページ以降の計画の理念の目標というような第3章に入ってまいりますけれど

も。 

まず、基本理念、基本目標につきましては17 ページにありますように、まず理念としては「わた

したちは、白老町の自然と人とまちを愛し、障がいのある人もない人も、すべての町民が、地域の

構成員として尊重され、共に支え合うことにより、住み慣れた地域で安心して生活できるまちづく

りを目指します」という基本理念を立ててございます。ここで先ほどの経過もありますから、検討

材料にさせていただきますけれども、一番下の地域で安心してということにつきましては「安全・

安心」という言葉を入れるかどうか、再検討させていただきます。 

こういう基本理念の下に基本目標を 3 つ掲げてございます。1 つは活き活きと自立した地域生活

をおくるためにと。障がいのある人が、地域で生活するための基盤となる住居、あるいは収入、福

祉サービスの量的・質的、そういう確保に努めますよと。それと、社会参加を促進するために就労

支援あるいは外出支援、余暇活動の充実を図るなど活き活きと自立した地域生活をおくるために直

接必要となる環境を整備していきますという基本目標(1)でございます。そこで、この計画における

自立という定義をここで説明しております。障害の種類・程度に関係なく、日常生活をおくるため

に必要とする福祉サービス、相談先、社会参加活動・余暇活動メニュー等を、自分の意思で選択し

利用するという、そういう考え方と言いますか、そういうことを自立というような定義にしてござ

います。 

で、基本目標の(2)として地域で安心して生活をおくるために。今、申し上げたような自己選択や

自己決定により、活き活きと自立した地域生活をおくるために必要なサービスや、日常生活の悩み

などについて、いつでも気楽に相談できる支援体制、権利擁護体制の整備、生活環境のバリアフリ

ー等、障がい者本人及び障がい者を取り巻く全ての人が、安心して地域生活を送ることができるた

めに必要な環境を整備しますと。 
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それから 3 つとして地域共生のまちづくりをめざしてというようなことで。障がいのある人もな

い人も、すべての町民が、安全に安心して生活をおくることができるよう、バリアフリー社会を実

現しますよと。それと、障がいに対する理解をより深めることが大切ですと。このため、こころの

バリアフリーに配慮した啓発広報活動や福祉教育の充実を図るとともに、障がい者の社会参加を支

えるボランティア等の有効活用を図り、地域全体で障がい者を支えるシステムの構築を目指します

と。いわゆる地域共生のまちづくりということで、この辺の後段の方の考え方なんかにつきまして

は先ほど地域福祉計画の中でちょっと触れたような基本的な考え方に符合する話かなというふうに

思います。 

18 ページにつきましては今、申し上げたような理念、基本目標１・２・３のいわゆる計画の体系

でございます。個々では基本目標にそれぞれ主要施策をぶら下げております。基本目標 1 としては

主要施策に住環境の整備。2 つ目に経済的支援の充実。3 つ目に在宅生活で必要なサービスの充実。

4 として就労支援体制の整備。5 として外出支援の充実。6 として社会参加・自主活動・余暇活動の

充実と。6 項目を掲げてございます。 

基本目標 2 では 1 つ相談体制・機能の充実。2 つ目に保健・医療・リハビリテーションの充実。3

つ目に情報提供機能の充実。4 つ目に都市・生活環境のバリアフリー。5 つ目に保育・教育・学習機

会の充実。6 つとして権利擁護体制の整備と。 

基本目標 3 としては、１つ、こころのバリアフリーの推進と、2 つ目にボランティアコミュニテ

ィの創出と。合計で14 の主要施策を掲げてございます。 

第 3 章からはそれぞれ主要施策の展開をするにあたっての具体的な内容を記したものでございま

す。19 ページ、第 3 章 1、活き活きと自立した地域生活を送るためにということで、先ほど申し上

げました主要施策 6 点を掲げてございまして、それぞれの主要施策における考え方、方向性なり、

それらの主要施策を掲げてございます。特に主要施策の施策内容の中からそれぞれ主要施策を見出

しておりますけれども、従前の計画の中では文言整理に終えていたというのが従来の障がい者福祉

計画でありましたけれども、今計画においては目標数値を掲げられるものについては極力掲げよう

ということで、ここにも整理されておりますように目標数値として掲げているものがございます。

例えばイの知的障がい者や精神障がい者が地域で共同生活ができるよう、グループホームの設置を

促進しますということ。これについては、知的障がい者グループホームについては現状においては、

これは 15 年度末の整備量でございますが 6 箇所、1 箇所 4 名定員ですから 24 名、今、地域で活動

しておりますけれども、これを21 年度末整備目標量としては2 箇所増やして8 箇所まで持っていき

たいと。精神障がい者グループホームについては現状においてはありませんけども、これは一人と

なっていますが 1 箇所に訂正していただきたいと思いますが、21 年度目標については1 箇所程度何

とか。これは町が直接やるということにはならないと思いますが、例えば社会福祉施設だとかある

いはＮＰＯ法人だとか、そういうところの展開をいろいろお話、協議させていただきながらそうい

う確保を図っていきたいと。 

それから、障がい者が住みやすいバリアフリーに配慮した公的住宅の整備。今、障がい者対応公
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営住宅というのは 15 年度末で 10 戸ございます。これは萩野の障がい者福祉住宅が 8 戸、それから

竹浦の公営住宅の障がい者対応として 2 戸、計 10 戸あります。で、21 年度末の整備目標量につい

ては戸数的には同じ戸数ということにしておりますけれども、これにつきましては既存住宅の改修

など質的な向上を図りたいと。これについては今、都市整備課の方で住宅マスタープラン策定中で

ございますけれども、その中で示されている中でも障がい者の住宅の新規建設という考え方は実は

出てきておりませんので、それは当然、例えばはまなす団地あたりはそれなりに年代も古くなって

きている住宅ですから、質的な改修の中で向上を図っていきたいとそういうような考え方を示して

ございます。それから 20 ページの方にまいりますと、ここでもう既に私ども事務局の方で訂正して

いる箇所があるのですが、カの中で、一番上なのですが、公営住宅の入居募集において障がい者世

帯に対し一定枠を設けて優先的に入居できるように配慮しますということを掲げてございますが、

この辺は今、都市整備課の方との協議の中で一定枠を設けるというのはなかなか難しいんだと。特

に今これから公営住宅の優先整備の中ではいわゆる建て替え団地が基本になるものですから、建て

替え団地ということは当然既存の入居者が優先入居ということになるものですから、そういう部分

でその中で一定枠を設けるというのは非常に難しいねという話しがあってですね。ここについては

一定枠という文言を削除してですね、障がい者世帯に対し優先的に入居できるように配慮しますよ

と。これは建て替え団地ばかりではなく他の団地においても共通する話になりますけれども。いず

れにしてもそういうことで、一定枠というのは非常に困難ということでこれは削除したいというふ

うに考えております。 

次に 2 つ目の経済的支援の充実というようなことではですね、各種手当や助成制度により、障が

い者の生活基盤の安定確保のための支援を推進しますという方向性を示してございます。この中で

は現状も取り組んでおりますけれども重度心身障害者の医療費の助成であるとか、あるいはじん臓

機能障がい者の通院に係る交通費の助成制度、あるいは障がい者年金や各種手当て、あるいは各種

医療費助成制度の充実に向けては国や道に対して要望していきますよという考え方。それから、タ

クシー利用券の交付事業、これは現状でやっている事業ですが。その他、精神障がい者の関係につ

いては通所に伴う交通費の助成事業。これも現状においてはやっておりますけれども、そういうも

のも継続して実施していきますという考え方を示しています。 

それから、在宅生活で必要なサービスの充実という中では、障がいの程度・種類、生活環境に応

じて必要なサービスが受けられるように在宅サービス等の量的・質的確保の充実を図っていきます

よという方向性を示してございます。主要施策の中ではホームヘルプサービスの充実。いわゆる在

宅サービスの三本柱と言えるホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、これらにつ

いて充実を図っていく考えを示しております。 

ホームヘルプサービスなんかについては身体障がい者については 15 年度末の利用者は 14 名です

が、21 年度末利用については 20 名ぐらいまでもっていきたいと。あるいは知的、児童については

現状については 0 なのですが、これは 5 名ぐらいまではもっていきたいというような考え方も示し

ております。また、こういうサービスの対応について 24 時間対応できるサービスの実施について、
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これらについても検討していきたいということの考えを示してございます。 

それからデイサービス事業につきましては現状において 12 名、児童で 26 名となっていますが、

これについては基本的にはその数を減らさない程度の中で継続して、これらの人数は維持していき

たいと。で、児童の26 名というのはこども発達支援センターにある通園施設、そこに通う子供の数

でございます。 

それから、エのショートステイでございます。これも障がいもそうなのですが、高齢者の方もい

ろいろ課題になってございますけれども、利用者が段々やはり増える傾向にあるのかなというふう

に思っておりまして。ただ、現状においては身体障がい者で 15 年度末利用で 1 名。ただ、16 年度

においてはもう少し利用が増えてございますけれども、同じ年度で数値的には押さえておりますの

で、そういう意味では 1 名ですが、これを 21 年度末には 10 名程度まで増やしていきたいと。知的

について 7 名を 10 名。児童については今 0 名ですが、これも5 名程度まで増やしていきたいという

考え方を持っております。 

それから、オからカ・キ・クにつきましてはそれぞれ現状の事業の充実を含めて継続して取り組

んで行きたいというふうに考えております。特にオの関係ですが、精神障がい者の在宅生活を支援

という部分でのホームヘルプだとかショートステイ、グループホームこれらの関係が実は、今、精

神障がい者の数というのが先ほど資料見ていただければ分かると思うのですが、5 ページにありま

すけれども年々実は精神障がい者の数というのは増えてございます。ここで言っている平成15 年度

末の 65 人というのは、これは手帳交付者の数が 65 人ということでございまして、現実に保健所の

資料によりますと白老町内における在宅、あるいは入院含めて精神障がい者というくくりでいきま

すと 380 名ほどの数が居られます。そういうことから行けばですね、近年においては精神障がいの

部分というのは増えている傾向にございますので、それらに対する在宅生活支援事業の推進という

のは重要になってくるのかなとそんなふうに思っております。 

それから、④として就労支援体制の整備を掲げてございます。自立した生活を送るために、一般

就労から福祉的就労まで、就労機会の確保と雇用の促進に努めますということで一つには相談や授

産機能等を持つ通所授産施設の設置を促進しますということで、これにつきましては知的障がい者

の通所授産施設というのは今現状においては 1 箇所。これはポプリですが、1 箇所ございます。こ

れを 21 年度末までには2 箇所にしたいと。これは現実の問題としてこの16 年度中ですね、17 年度

の当初からは現実に 1 箇所増えます。ということは、これまで小規模作業所でありましたフロンテ

ィアさんが今、石山地区で通所授産施設を建設中でございます。社会福祉法人ホープという法人格

を取得して、そして通所授産施設を今、建設中でございまして、これは現実にもう今ほとんど出来

上がりつつある施設ですから、21 年度目標に掲げておりますけども大よそ現状の数と言えるのかな

というふうに思いますけれども。いずれにしても、15 年度末と 21 年度の整備目標というくくりで

いけば授産施設については現状の 1 箇所から２箇所に増えるということになります。それから、精

神障がい者の関係なのですが、これにつきましては今、現状において精神障がい者単独の通所授産

施設というのは非常に難しい現状があるかなというふうに思っておりまして、現状には 0 ですが 21
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年度目標 1 箇所というふうに掲げております。で、定員 5 名ということなのですが、これは単独の

通所授産施設ということではなくですね、先ほど申し上げました知的障がい者の通所授産施設、今、

社会福祉法人ホープさん、従前のフロンティアさんが建設中ですが、これが17 年 4 月からオープン

するにあたって知的障がい者の方が20 名で、それから精神障がい者の方の 5 名をいわゆる相互利用

という形で受け入れるということで進めております。そういう意味でここでは 1 箇所、定員 5 人と

なっていますが、それは単独施設ではなく知的障がい者通所授産施設の相互利用で確保するのです

よという目標を掲げてございます。 

それから22 ページではですね、共同作業所に対しての支援の目標を掲げております。ここでは逆

に平成 15 年度末が 2 箇所、定員40 名のところを、21 年度では 1 箇所、いわゆる 1 箇所減になって

おります。これは先ほど説明したようにですね、フロンティアさんが小規模作業所ということで現

状はフロンティアさんと4・6 の中にあります四つ葉作業所、これを合わせて2 箇所なわけですけれ

ども、フロンティアさんが授産施設に格上げということで小規模の方からは外れますので、現状と

しては 1 箇所減と。これを 2 箇所、現状維持ぐらいまで持っていきたいという部分はあるのですが、

なかなか 21 年度、5 年間の間ではそこまではちょっと難しいのかなということで、1 箇所減という

ことではありますけれども、今の四つ葉さんをそのまま現状維持しようという考え方です。 

あとはウからサまでそれぞれ掲げてございますけれども、この中でもさっきの議論でもいただい

ておりますようにカタカナなんかで標記している部分があります。例えばジョブコーチであるとか、

インターンシップであるとか、こういうものについては用語説明はしておりますけれども、場合に

よってはわざわざ用語説明するまでもなく、もし日本語で適切な言葉があればそういう整理をして

いきたいなとそんなふうに思っております。 

23 ページは外出支援の充実ということで社会参加の実現に向けてですね、障がい者の活動範囲の

拡大を図るための外出支援の充実を図りますという方向性を示しておりまして、アからサまで掲げ

ております。アについては移送サービス、これは現状においても行っている事業でございますが継

続実施します。 

それから、イについてもタクシー利用補助事業につきましては継続実施。 

それから、町内循環バス「元気号」の増加、休日の運行についての検討。この辺についてはいろ

いろご要望もありますから、そういう充実に向けての検討は常々やっておりますけれども。一方で

は当然、充実するにあたっていろいろ相手先の事業者に対して経費の削減含めてのお願いもしてお

りますけれども、当然、運行回数を増加したり路線を減らしたりということになりますと基本的に

はやはり経費の増に繋がることだろうと。一方ではそういう皆さん方のいろいろなご要望に基づい

て充実をしていくという基本的な考え方はございますけども、一方では経費の問題もありますから、

この辺は適正なご負担というものがどういうことになるのか、そんなことも同時に併せて検討して

いく必要があるのかなとそんなふうに思っております。 

それから、｢元気号｣の低床バス。いわゆる乗り降りの際の床の低いバスの導入なんかについては、

これはもう既に私どもの方で事業者の方にも要請してございますけれども、今後においてもそうい
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うようなことについて要請してまいりたいというふうに思っています。 

それから、オについても同じようなことが言えるかもしれません。 

それから、カについても、これは現状においても提供しているサービスでございまして継続実施。

キ、クについても同じでございます。 

それから、ケについて。障がい者が利用しやすい移送サービスについて調査研究しますというこ

とで、現状において移送サービスそのものをやっておりますが、例えばその辺はどちらかと言うと

車椅子利用者だとかそういうかなり通常の公共交通機関を利用するには難しい方々を対象としたサ

ービスということになっております。ただし、そうは言いながらも多少の障がいがお持ちになって

もなかなか公共交通機関を利用するのが難しい方も中にはおそらく出てくるのだろうと思います。

車椅子に限らずですね。そういうような方々についての移送サービスというのはどういう形がある

のか、そんなことも調査研究していきたいなとそんなふうに思っております。 

あと、サなんかについては歩道の除雪、道路維持管理の充実。これはいわゆる社会参加の上でも

やはり大事な話だと思いますし、そういう社会環境の整備についても充実を図っていくという考え

方を示しています。 

6 つ目には社会参加・自主活動・余暇活動の充実です。地域で活き活きとした生活を送るために

は社会参加ですとか、自主活動、余暇活動こういう活動に自主的に参加していくというそういうこ

とが大変大事なことであろうと思いますけれども、そういう交流できる機会だとか創出の充実を図

ってまいりたいという考え方を示しております。 

ア、イ、ウ、エ、オとそれぞれ掲げておりまして、ほとんど大体これまで取り組んでいる事業の

継続ということにはなりますけれども。24 ページなんかにはエとして、空き店舗、あるいは公共施

設等を活用して、障がいの有無、種類に関係なく、誰もが、いつでも集い活動・交流できる場そう

いうような開設を促進しますということで、そんなことの検討も進めて行きたいなというふうに思

っております。 

それから、25 ページには大きく基本目標の 2 になりますけども、地域で安心して生活をおくるた

めにということで、ここでも 6 つの施策内容を掲げておりました。まず一つ目の相談体制・機能の

充実です。施策の方向については、ここに掲げたとおりマネジメント体制だとか、今現在サービス

提供のためには地域ケア会議というものをもってサービス提供にあたっておりますけれども、そう

いうような相談を受けて、それに対応する体制というものをさらに充実を図っていきたいというふ

うに考えています。 

主要施策のアについては今、4・6 の機能をもっと効率的にできる体制について検討していきたい

というふうに考えております。行政サービスの利用手続きを１ヶ所で行える体制。いわゆる行政の

ワンストップ化でありますけれども、これについては当然できることから取り組んでいくべきかな

というふうに思っております。ただ、全部がどこかで整理できるかというのはなかなか難しい問題、

実はあるのですが。ただ、いわゆる担当が違いますよという単なるたらい回し的な、言葉悪いです

が、そういうことは無いような体制は取って行かなければ駄目だろうし、当然そういう対応してい
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く必要があるのだろうなとそんなふうに思っております。でき得ればワンストップ化的な対応がで

きれば一番いいのかなと思っています。今、障がい者の関係なんかについてもですね、いわゆる 3

障害と言われる身体・知的・精神、これらの事務的な作業そのものがだいぶ従前から比べれば町村

の方に事務の委譲がされてきたりとかですね、そういう傾向が今出てきております。そういう部分

で、当然窓口の相談の対応としての人的な配置だとか、親切丁寧な対応というものを従前に増して

出てきているなというふうに思いますから、そういうふうなことの体制整備というのは必要になっ

てくるのかなというふうに思っております。特に障がい者関係の相談を受けて適切な指導をすると

いう専門的な人員の配置、いわゆるケアマネジメント体制というのが今言われておりまして、そう

いう面でもそういう人的配置を含めて体制整備が必要になるのかなとそんなふうに思っています。  

26 ページの方にまいりますけれども、保健・医療、リハビリテーションの充実ということで、日

常生活における障がいの予防・早期発見あるいは軽減を図るため、ライフステージに応じた健康づ

くりを推進しますということで、当然そういう障がいの予防と申しますか、そういう部分で健康づ

くりという部分が大事かなというふうに思いますので、そうした各種検診事業だとか、あるいは軽

減を図っていく、あるいは社会復帰を目指す上でのリハビリテーションの実施だとかそういうこと

の推進をしていく必要があるのかなというふうに思っています。 

情報提供機能の充実。これについてもサービスの選択というのは先ほども言いました、従来の措

置から、いわゆる支援費制度に変わったというような意味合いからきてもですね、どういうサービ

スがどこでどういうふうに存在しているのか、そんなことの情報提供というのはやっぱり大事なこ

とだろうなというふうに思っていますから、そういうような機能の充実を図ってまいりたいなとい

うふうに思っております。 

それから、27 ページには都市・生活環境のバリアフリー。これはまさに生活環境の整備、これは

障がい者もそうでない人も暮らしていく上ではバリアフリー対応の生活環境の整備というのは重要

なことだろうなというふうに基本的には思っておりますから。ただ、なかなか町内でも公共施設の

整備なんかにおいては、そういう考え方は当然持って進めておりますし、特に新しくできるものに

ついてはあらかじめ設計にそういうことを組み入れてやってきているという実態があろうかという

ふうに思います。ただ、一部いろいろご指摘を受けている部分なんかではですね、例えば道路整備

なんかにおいてもやはり補助基準の規制と言いますか、補助基準に沿って整備をする中ではどうし

てもマウンドアップ形式の道路整備にならざるを得ないとかですね。そういうことに対してもいろ

いろ障がい者の方々との意見交換の場では鋭い指摘を実はいただいております。そんなことなんか

もフラット形式にできるような、そういう整備ができれば一番いいのでしょうけども、その辺はや

はり道路規格と言いますか、道路構造基準の問題でなかなか取り組めないものも有るやというふう

には聞いておりますけれども。基本的な考え方としてはそういうことに配慮した整備を進めていく

という考え方をここで示しております。それともう一つ、そういうことを一番推進していくという

基本的な考え方を示していく必要があるのだろうなということで、ここで主要施策のアというとこ

ろで掲げておりますけれども、「（仮称）白老町福祉のまちづくり条例」これの策定について検討し
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ていきたいという考え方を示しております。 

次が 28 ページになりますが⑤として保育・教育・学習機会の充実と。障がい児の発達・自立を促

すため、療育、保育、教育での支援の充実を図りますと。また、放課後に障がい児が身近な地域で

活動できるよう、児童館活動等を推進しますということで障がいの子供らを特に意識した施策を掲

げております。 

それから、6 つ目には権利擁護体制の整備ということで、やはり高齢になったり、あるいは障が

い者の中には自分で適切な判断が出来かねる人も当然中には出てまいりますし、従前言われていた

痴呆性老人、今は認知症というふうに言っていますがそういう方々も発症率もおそらく増えてくる

のだろうなというふうに思います。そういう人方の権利を擁護するという部分で、現状においては

後見人制度の問題だとか、あるいは地域福祉権利擁護事業という 2 つの大きな事業が今現存として

ありますけれども。やはり、それはそれぞれそういう事業を活用してあれするかどうかというのは

当然ご本人、あるいはその周りの人方のご判断があるかなというふうに思いますけれども、そうい

う制度があること自体わからないでいる方もいらっしゃいますし、そういうようなことの情報周知、

啓蒙は今後していきたいなとそんなふうに思っています。ただ、この辺がなかなか町の方としても、

例えば成年後見制度の推進なんかも、そういう制度があって必要な人に活用していただくという部

分においてのＰＲということについてはいいのですが、結局こういう制度を活用することによって

いわゆる選挙権がなくなるというような、そういうあれも繋がってくる話になるものですから、そ

の辺なんかを行政の方でどこまで積極的にやれるかというのはなかなか難しい問題あるのかなと。

ただ、そういう選択肢なりですね、こういう制度があるという情報提供だけはやはりしていく必要

あるだろうなとそんなふうに思っています。 

最後、29 ページになりますが地域共生のまちづくりというということで、ここではこころのバリ

アフリーの推進とボランティアコミュニティの創出ということを掲げてございます。こころのバリ

アフリーの推進については障がい者が地域で障がい者が地域で共に暮らすことができる共生社会、

いわゆる共に生活していく社会ですね、そのまちづくりのため、ノーマライゼーション理念の浸透、

交流活動など様々な取り組みを通じ、障がい者への理解・啓発を推進しますということで、先ほど

もちょっと話の中に出ておりましたけども、ふれあい広場、こういう場を活用しての町民の参加を

促したり、その内容を充実してノーマライゼーションということについての理解と啓発を図ってい

きたいと。あるいは障がい者の日、あるいは障がい者週間、こういうものは現実としてあるわけで

すけれども、こういうようなことを周知して町民の理解と関心を深めていただくような方策。それ

から、いわゆる福祉教育という部分の一貫で障がい者についても理解を深めていただくために学校

教育における福祉読本を活用した学習の推進だとか、あるいは小・中学校への出前講座なんかも行

ってもいいのじゃないかというようなことも検討してございます。それから、ボランティア活動の

醸成というのは大変重要かなというふうに思います。そういう意味で今ボランティア事業の協力校

の指定を受けていろいろな実践活動をしている学校もございますけれども、そういうような拡大を

含めあるいはそれに対する支援というようなことも検討していきたいというようなことを考えてご
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ざいます。 

それから、めくっていただいて30 ページはボランティアコミュニティの創出ということで、障が

い者の地域における自立生活支援を推進する団体、ＮＰＯ、町民への支援を充実し、地域社会の中

で障がい者を支えるシステムの構築を推進しますということで、この中では先ほどらい地域福祉計

画の中でもいろいろお話が出ておりましたけれども、地域の中でいろいろ障がい者等の安否確認だ

とか見回りだとか、声かけだとかそういうような活動を推進していくという考え方。または、そう

いう方は実際的に活動されている団体等様々ございますけれども、そういう活動を支援していくと

ともに、そういう活動をやられているということを町民の方に対し周知を図って、そして賛同を得

られるようなそんなことも一つ考えていく必要があるのかなとそんなふうに思っています。あとは、

それぞれボランティア活動の仕組み作りだとかですね、活動の調整だとかその辺をやっていきたい

ということで。この辺はほとんど先ほどの地域福祉計画がそれぞれの計画を横断的に取り組む内容

の計画ですよというが、この辺のことからも考えられるかなというふうに思います。 

で、第 4 章としてですね、最後31 ページになります。計画の推進ということで、ここでも連携・

協力の確保の問題と計画の推進体制ということで掲げてございまして、やはり計画を推進していく

上では当然この計画に盛られたことを確実に推進していくということはもちろんなのですが、それ

がどういうふうに推進され、実行され、進んで行くかということをその都度評価、分析して次の事

業に取り組んで行くというそういうシステムを持って今後計画の推進にあたっていくという必要が

あろうかなというふうに思っております。ここでは、事業評価委員会というような言葉を使ってお

りますが、先ほどの地域福祉計画の中ではまた違った言葉を使っていたかもしれませんが、いずれ

にしても進行管理という中での評価、分析をしながら進めて行くそういう推進管理体制を設置して

いきたいとそういう考え方を示してございます。以上でございます。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、ありがとうございます。それでは10 分程度休憩いたします。再

開を 3 時 10 分といたします。 

休   憩     午後 2 時 58 分 

                                         

再   開     午後 3 時 10 分 

○委員長（鈴木宏征君）  それでは委員会を再開いたします。先ほど担当課長より説明をいただ

きました障がい者福祉計画について質問を受けたいと思います。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕はこの白老町障がい者福祉計画というのが一つの計画書として上がっ

てきたことについてはですね、すごくこれからの白老町のためにもなりますしね、また北海道、国

全てに渡ってこういった計画がこれから盛り込まれていくのだろうなと思います。ただですね、私

なりに自分で心配するのはですね、白老町においてもこういった知的障がい、精神障がい全てそう

いったものを大きな枠の中で捉えた時にですね、それを支える親御さん達が本当に高齢化しつつあ

るということなのですよね。本当にこの後何年か、何十年かちょっとわかりませんけども、本当に

10 年以内に高齢化が進んで、障がいを持って、そして今一緒に暮らしている親御さん達がもしいな
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くなっていたりですね、そうなった時に本当にその子供達がどういうような援助を受けたり、本当

それこそ安心・安全に暮らしていけるのかと。これは本当に障がい者の立場に立った考え方なのか

もしれないけども、そこがすごく自分で私なりに不安に思うことなのですよね。そういった面につ

いての計画と言うかですね、それはこの計画案には盛り込まれていないと思いますけども、今、白

老町で考えられている、もし何かが、そういう面のことがあればちょっとお聞かせ願いたいなと思

うのですが。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  確かに今、特に私ども日常的にお話しを聞く中では精神障がい

の家族の皆さんからはですね、本当に親御さんの高齢化が進んでいるよと。私らがこの先居なくな

った中で残された子供らのことが本当に今一番心配なのだという話は随分聞かされます。そういう

お話聞かされましてですね、この中にはそういうこと入っていないというふうにおっしゃいました

けども、そのことの文言として明確にはないのですが、当然そういうことを想定してと言うかな、

それが普通一般的にそういう状況にあるよということも現実としてあるわけですから、ですから、

そこにはいわゆる在宅サービスであるだとか、あるいはグループホームを含めた社会参加を進めて

行くだとかですね。もちろん、そこではそういう状況にない人については施設という中での生活と

いうことがあると思いますけども。いろいろ考えられる全体的な施設であり、在宅でありですね、

在宅であればどういうサービスが必要になるのか。あるいは同じ在宅でも、今は親御さんと一緒に

いるかもしれないけども、自分から自立してグループホームという生活の中で実際にやっている

方々もたくさんいらっしゃる。そういうようなものをどんどん創出していってですね、自立して生

活して行けるような、そういう環境整備をしていく必要があるだろうと。そんなことなんかはこの

中に今まで説明した中でもいろいろ入っていると思いますけども。親御さんの高齢化そのものに対

応してという文言は入っていないかもしれませんけども、当然そういうことも睨んだ計画としてこ

こには表しているつもりでおりますから。今、特に精神障がいなんかも国の方では 7 万 2 千人でし

たかな、全国的に今病院に入っている人方を社会に復帰させるんですよという、そういう大きなあ

れがあるわけですよ。だから、そういう面からいけば当然、在宅生活をどういうふうにしていくか

含めて非常に環境整備というのは重要になってくるのかなとそんなふうに思っていますから。当然、

そういうことも含めた計画内容になっているということでご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、近藤委員。 

○委員（近藤守君）  福祉計画を今、説明受けたのですけども、ほとんどこれは今まで白老町が

90％以上やっていることだというふうに私は思っています。その中でですね、「（仮称）白老町福祉

のまちづくり条例」というのが新しく出てきましたけども、これはどのような文面になるのか、も

し分かるのであれば、その辺ちょっとお知らせ願いたいと。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  白老町の福祉のまちづくり条例、仮称でございますけれども、

今、先ほど例えば公共施設なんかのいろいろな整備の中では、今、北海道の福祉のまちづくり条例
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というのがあってですね、それに沿ったいろいろな考え方を設計に反映したりですね、いろいろな

整備の指針としてやっているわけですよ。だから、それはそれでいいのですけれども、もう少しや

はり地域に根ざした特徴あると言うか、そういうことを公共事業ばかりでなく民間の施設含めてそ

ういう考え方をやっぱり浸透させていくという部分でいけばですね、白老町独自の福祉のまちづく

り条例という考え方を打ち立てていくということも必要でないのかなという考え方の中でこういう

意見が出てきているのですね。まだ、ただ単に公共施設を建築したり、建築ばかりではありません

道路整備にしても何にしてもね、そういう公共的整備を推進していくという上では町として取り組

むべきものについては、先ほどもお話ししましたけども新規のものについては当然そういう考え方

で反映してきているつもりでおりますし、今後の改修整備とかそういうことも含めても、今回も住

宅マスタープランの考え方の中でも今後の住宅の改修については当然バリアフリーを前提とした改

修を進めて行くのですよという、はっきりとした明確のあれ出ているのですよ。ただ、これが民間

のいろいろな事業所、商店いろいろなところ含めてですね、そういう本当の意味の白老町の福祉の

まちづくりというものを進めて行く上では、やはり一番基礎になる指針たるものがあってもいいの

でないかということの考え方の中で、現状は北海道の指針に基づいて公共施設の分ではやっている

のですが、そればかりでなく白老町独自のものでそういうふうに町民皆さんに普及啓発できるよう

な、そういう共通の認識を持った考え方で進めるようなそういう条例、ここでは条例というふうに

なっていますが、条例という形がいいのか、もっと簡単な考え方でいいのか、その辺は十分検討さ

せていただきますけども、いずれにしてもそういうような白老町全体で取り組むような一つの指針

があっていいのでないかなと。そういう考え方の中でこれは特に、この計画にほとんど障がい者の

関係の人方が携わっておられますし、いろいろな意見をいただいた中でもそういうふうなことが随

分出てきておりますので、これは今回の中では結構目玉的なあれになるのかなとそんなふうに思っ

ています。で、民間の施設も大きな視施になりますと、先ほどちょっと背景の中でも出てきたかと

思いますけども、ハートビル法ですとかね、あるいは交通バリアフリー法だとかそういう大きな施

設については国の指針を含めて一つのあれがあるのですが、一般のこの辺の商店だとか規模の小さ

いところをそこまで規制するだとか、指針を求めているというのは何もないのですね。ですから、

そういうものをやっぱり町全体として取り組めるような、そういう憲法的なものがあっていいのか

なとそんなふうな考え方で示しております。 

○委員長（鈴木宏征君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  福祉の地域計画と、今言ったこの計画とは類似というよりも並行して進ん

で行くという部分がかなりあると思うのですよ。だから、それはそのような方向で進めてもらいた

いのですが。特に29 ページなのですが、地域共生のまちづくりを目指してということで施策内容と

して、こころのバリアフリーの推進と 2 番目ボランティアコミュニティの創出ということがあるの

ですが。今言った、こころのバリアフリーの推進とあるのですが、非常に気に入った言葉で非常に

いいかなと思ってそういうふうに考えています。その中で今、まとまりの中でいろいろなことが書

かれています。ただ項目だけ拾ってみますと、ふれあい広場とか障がい者の日、小中学校への出前
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講座とか、そういうようなことでここで集約されているかなと思って私自身はちょっと考えてみて

みました。そして、あとボランティアのコミュニティと。こういうようなところでは一応いろいろ

なことをやらなければならないというようなことで書かれておりますけども。実際としては確かに

いろいろな計画があります。この計画に対してやっぱりしっかりとした推進を実践することが必要

でなかろうかなとそういうふうに思います。そして、またもう一つは環境づくり。当然、必要あの

ですけども、それに対するやっぱり住民一人ひとりがこういうことに対して認識を持つということ

が一番必要かなとそういうふうに考えておりますけども、この辺のことについて何かありましたら

一つお願いします。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  ここに盛られた主要施策を確実に実践していくというのが一番

究極の目的になると思うのですね。計画は、もう計画を立てて終わりということではなく、これを

いかに実践していくかというのがそこが一番大事なことだと私は理解していますから。そういう部

分でこれを見る限りにおいては、じゃあ誰がどのようにしていつやるのというのが実は見えてきて

いない部分あるのかなというふうに思います。これは障がい者福祉計画としてはこういう内容の中

で今、整理しておりますけれども、この他に実践計画を言いますか、実は実行計画なるものの作業

を進めております。これはそれぞれここに盛られた施策を 1 項目ずつ、一体誰が実施主体になって

やるのということと、これを今の17年から21 年までの5 ヵ年の間でどういうところで頭出しして、

どういうふうにやっていくかという年度計画も含めて別計画で実はやっておりまして、そういうも

のの中で当然これは各課に関係することたくさん出てまいりますけども、当然その実行計画につい

ては再度ですね、関係各課とのいろいろな協議を重ねながら、よりよいこの計画が実行に向けられ

るような計画にしていきたいなということで。この本編とは今、一緒にするつもりはないのですが、

実際これを進めていく上での担保となる計画を今、策定中でございます。そんなことで推進を図っ

ていきたいなとそんなふうに思います。 

それから、地域全体の環境づくりということについてはですね、当然一つにはいろいろな機会通

じてそういう理解、認識を深めていただく啓蒙活動、ＰＲそういうことの必要性があるのだろうと

いうふうに思いますし、また、そういうことを進めていく、理解をしていただく、あるいはいろい

ろな協力もしていただく、そういうことを推進していく一番大きな要の話というのが先ほどらい言

っている地域福祉計画のやはり実践なのだろうなというふうに思うのですね。ですから、これはこ

の障がい者に関係する計画の環境づくりもそうなのですが、他のいろいろな計画について地域の人

方の支援をもらったり、協力をもらったり、そういうことをしていくというのはそれぞれの計画に、

先ほどらい言っているように全部ぶら下がっている話なのですね。ですから、そういうことを当然

この計画の中でもいろいろな地域に対する啓蒙活動だとかですね、そういう言葉では括ってはいる

のですが、そういうことを横断的にやっていく一つの大きく計画というのが地域福祉計画ですから、

先ほど説明したような地域福祉計画のあり方みたいなものの中に地域の役割、行政の役割いろいろ

あったと思いますが、そういうところをやっぱり整理しながら、そして地域の方にもいろいろご説
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明申し上げながら、そして、これらの推進を図っていくというのがですね。地域福祉計画そのもの

の何て言いますか、そういう大きな括りの形ができれば、これは子育て部門だろうが障がい者福祉

計画だろうが全部そこに入り込んで行けるのですね。同じ対応で地域の中で支えあったり、助け合

ったりというそういう形が出来上がればですね、これらに盛り込んだ地域の中でやっていただく役

割分担というのは自ずと出来上がってくるのだろうなというふうに思いますから。当然、そういう

理解を得るための方策というのはいろいろ考えていかなければ駄目だと思いますけれども。先ほど、

地域の説明の問題、今の意見募集の中での話でありましたけども、私は今、意見募集そのものにつ

いては、この計画そのものついての意見募集は今やっていますが、地域説明そのものについては今

のところ考えていませんというお話申し上げましたと思いますけども、それは実際に今度進めてい

く上で当然地域の方々にご説明して協力をもらわなければ駄目なものがたくさん出てくるのですよ。

ですから、そこはただ文章でこういう計画を推進するためにどうぞ協力してください、お願いしま

す、それだけではやっぱり駄目だと思いますから、そこのところではやはり地域の中に入っていっ

て、よくご説明してご理解をいただいて、そういうシステムの構築を図っていくということの努力

をしていく必要があるだろうなとそんなふうに思っています。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  課長にちょっと一つだけお伺いしたいことがあるのですけど。さっき、

知的障がいの部分と精神障がいの部分のお話し聞きましたけども、身体の障がい、住宅ですよね。

安心して、また快適な生活を送ることができるような住宅という部分で考えますとね、先ほど都市

整備の方で進めています住宅マスタープラン、この作成がもっとも関わってくることだと思うので

すけども。萩野・北吉原にかかってありますはまなす団地ですか。そこは改修・改善の中で何とか

使っていきたいという話をされていましたけどね。たぶん、都市整備の方でもそういった形の中で

もってマスタープランに取り組んで行くんじゃないかなと思いますけども。僕、どう考えてもです

ね、あの海岸線の中で、そして数年前私もちょっと経験しているのですけども高潮があった時にあ

そこに波が打ち寄せてちょっと危険な状況になったということがありました。それは私も経験して

いますからわかるのですけども。立地的な部分ではいろいろあるとは思うのですけどもね、もし改

修・改善して使うとすればですね、他にまだそれに対応できるような住宅が他にないのかどうかで

すね。その辺がもし調査されているのか、また都市整備との話が、福祉の方とそういった話を兼ね

て出来ているのか、されたことがあるのかですね。ちょっとその辺をお伺いしたいと思うのですが。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  はまなす団地に限ってのお話ですからお話申し上げますとです

ね、基本的にまず私どもの方ではまなす団地を維持改善しながらやっていきますよというのは、こ

れは私どもの考え方でなく都市整備の考え方をお聞きしてのお話しで申し上げていることですから、

そのようにご理解いただきたいと思います。その中では、確かにかつては高潮の問題があったり、

いろいろ被害を受けたという実態もありますね。そういうところを、なおかつ解消していくのかと

いう考え方についてですね、今、そこを所管する直接の管理者ではないものですから明確な答弁に
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ならないかなというふうに思いますけれども。今、実は住宅マスタープランの策定委員の中にも私

入らせていただいておりますので、今あったようなお話についてはぜひ、その中でまたお話させて

いただきたいなというふうに思います。ただ、今回の障がい者福祉計画の策定にあたって、当然、

住宅マスタープランあるいは公営住宅のストック活用事業、2 つ今、都市整備の方でやられていま

すけども、その計画との特に障がい者の関係についての住宅のあり方についての考え方というのは

当然整合性を取って行かなければ駄目だろうということで、それは私どものこの計画について都市

整備の方にもお示ししておりますし、その中で必要な意見もいただいておりますし、その辺で先ほ

どちょっと修正ありますよというのはその辺から出てきている話でですね、当然それは横の連絡を

取りながら進めていることでございますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、どうぞ。 

○委員（氏家裕治君）  よくわかりました。私もいろいろな障がい者の住宅という部分に関して

もどうしても福祉だけじゃなくて、そういった都市整備の方の話がどうしても必要不可欠な部分も

出てくるものですからね。ただ、そういった中で課長がそういったマスタープランの 1 委員会の委

員をもし務められているのであれば、やっぱりそういった部分も大いに発言していただきたいと言

ったら変なのですけどもね、特に足腰の悪い、または寝たきりの方々があそこにいらっしゃるので

すよね。ですから、本当に何かの初動で逃げなきゃいけないとか、初動で何かをしなければいけな

いという時にですね、本当にあそこの立地条件というのは私はいかがなものかなと思う一人なので

す。住宅に住んでいる方々も何とかしなきゃいけないんだよねって、やっぱり自分の身は自分でと

考えてはいるのですよね。いるのだけども、実際本当にそういった動作に移れるのかどうかという

ことが本当に不安な部分あります。ですから、もし、そういったマスタープランの計画の中で発言

をされる場面があるとすれば、ぜひ、そういった部分も考慮してですね、特に改善、新築じゃない

のですから、改善するという部分ではそういった他の空き住宅と言ったら変ですけどもね、そうい

ったところもちょっと頭に入れながら計画に取り入れてもらえればと思いますので、一つよろしく

お願いいたします。 

○委員長（鈴木宏征君）  ちょっと、私からも今の話したいのですが。同じような話なのですけ

ども、やっぱりあそことのところは障がい者住宅として立てた経緯というのが昔あったのですね。

あそこに作業をする場所があってですね、昔は。で、そこから通いやすいと言うのか、そういうこ

とがあってあそこの場所を設置したという、そういう昔の流れというのがあるのですよ。あそこに

障がい者の方の作業所みたいなのが近くにあったのですね。それでやっぱりあそこに建ててですね、

そこから通いやすい、そういう状況も考えながらあそこに計画したと思うのですが。やっぱり今、

氏家委員おっしゃったように、あの場所がじゃあ今、本当に障がい者の方が安心して住める場所、

そういう高潮だけでなくて日常生活をしていくうちで買い物ですとか、いろいろな公共施設を利用

するとか、いろいろな場所でやはりあの場所が本当にそういう障がい者の人の場所としていいのか

ということをもう一回。今、言ったように改築ですから、美園ですと緑ヶ丘だとか、緑ヶ丘は建て

替え計画あるみたいですけど、美園あたりはまだ将来残して利用するということですから、あれを
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改築してそういう障がい者の方の住宅にするということも出来ないことではないですよね。これか

ら改築してバリアフリーにすることは出来ないことはないので。そういうことも今、課長がそうい

う策定の委員になっているということですので、ぜひ、そういうところで反映していただいて、や

はりそういう方々が普通の生活をする時にですね、やっぱり生活のしやすい場所というのを考えて

いただいて、そういうものを考えていただくという、やっぱりそういう方向にちょっと意見を言っ

ていただければといいかなと思い、私からもお願いしておきます。あと、ありませんか。ちょっと

休憩します。 

休   憩     午後 3 時 39 分 

                                         

再   開     午後 3 時 49 分 

○委員長（鈴木宏征君）  休憩をときまして、再開をいたします。他に意見のある方、おりませ

んでしょうか。そうしたら、ちょっと 1 つ、2 ついいですか。前にあった障がい者福祉計画、これ

との整合性でちょっと調べてみたら、この部分についてどうなのかというのが何箇所か出たので、

それを聞いてみたいのですが。前の福祉計画の中には予防という部分での乳児健診だとか、そうい

う充実だとかですね、そういう妊婦さんに対する相談・指導と言うのですか、やっぱりそういう子

供さんを作らないための指導と言うのですか、そういうのがあったのですがこの中にはそういう部

分が抜けているような気がするのですよ。なってしまったから障がい者なのか、なる前にやっぱり

予防するということもこの計画の中の一つなのかという部分がちょっと僕もそこら辺で仕切って、

それはもう育成計画の中のそういう部分なのだよという、そういう住み分けをきちんとしたのかど

うかというのがちょっとわからなくでですね。そこら辺をちょっとお話し聞いてみようかなと思っ

たのです。前の障がい者福祉計画の中にはきちんとライフサイクルを通じた援助体制の整備の中に、

乳幼児期のシステムだとか早期発見・早期治療の充実とかという、この中身ではやっぱり妊婦さん

に対する相談とか指導とかというのが書いているのですよ。そういう部分はどのように考えて、こ

の項目の中から外したのかなと思って、そこら辺をちょっと聞いてみたいなと思ったのですね。妊

産婦保健指導の充実に努めるとかですね、妊婦の一般健康診査の充実に努めるとかというのが前の

計画ではあるのですよ。はい、どうぞ。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  確かに前の計画で一つの項目立ての中で乳幼児期のシステムだ

とかそういう項目があるのですが、大枠のライフサイクルにおける個別システムの確立という部分

でいけばですね、26 ページの②の保健・医療・リハビリテーションの充実という中で、施策の方向

性というのは、いわゆるライフステージに応じた健康づくりを推進しますよと。この中にそういう

考え方というのは入っているというふうにまず一つ理解いただきたいと思うのですね。主要施策の

中で乳幼児期の云々が入っていないというのはですね、これはあえてそういうふうにしたというこ

とのあれは何もないのですけれども、前段の施策の大きな方向の中のライフステージに応じたとい

うことは各年代別の話ですから、そういう各年代に応じた健康づくりの推進という中にですね、ち

ょっとこれはそういう言い方をしてあれすれば何でも含まれてしまうということになるかもしれな
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いけども、基本的な考え方としてはそこに当然包含されているというふうにまず一つ理解いただき

たいと思うのですが。どうでしょうか、この乳幼児の関係については当然、今、早期発見・早期療

育の関係についてはちょっと他の分野でも出てきているのかなというふうに思いますけれども。そ

れはあえて何かの意図があって前の計画にあったものを丸っきり外したという、そういう意図は特

にありませんので。ですから、今、そういうご意見あったことも今後の最終計画に向けての参考に

させていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  そういうお話であればですね、もう一度ちょっとその部分について、

議論していないことはないと思うのですが、そういう部分をきちんと謳った方がいいのかどうかと

いう議論をちょっとしていただいて、それでいいと言うのならいいのですが。やっぱり、そういう

障がい者にならないための予防という部分から言えば、やっぱりそういう部分も必要なのかという

ようなことも考えましたので、もう一度そこについては議論していただければなと思います。 

 それと今、地域福祉計画をやって、障がい者福祉計画を見ているのですが、やはり、もう一つ次

世代の計画と 3 つあるのですけども作り方ですよね。ちょっと今、福祉計画の流れと障がい者福祉

計画の作り方の流れが似ているようでちょっと違うので、せっかくの計画なので流れを合わせた方

が見ている方も見やすいかなと思うのですが。この項目だけだとかもちょっと、さっきの計画の期

間の文章の書き方ですとか。僕は障がい者福祉計画にしても、地域福祉計画にしても期間の設定は

5 年間で、社会経済情勢の変化やなんかで柔軟に対応するという部分の書き方なのですが、これも

またニュアンスが同じことなのか・・・。僕はこの障がい者福祉計画の書き方の方が分かりやすい

かなと思うのですけども。ここら辺をちょっと地域福祉計画の中でもそうですし、これもあります

し、今の次世代の部分もありますので統一した方が非常にわかりやすいんじゃないかなと思うので

すが。これもやはり統一してやった方がわかりやすいかなと思いますので、ぜひ、そういう方向で

やっていただきたいなと。先ほどもちょっと課長から出ました「安全・安心」にこだわるわけじゃ

ないのですが、かなり｢安全・安心｣という部分が、「安心」という部分がたくさんあったり、「安全・

安心」と書いてあるところもありますので、これはどっちかに統一した方がいいんじゃないかなと。

僕は出来れば「安全・安心」の方がいいのかなと思いました。 

 あとは 21 ページで先ほどちょっと説明いただいたのですけども、非常に前の計画と比べて分かり

やすくてですね、どういうことをやるかというのが分かりやすいのですよ、非常に。前の計画は私

も携わったので言うわけじゃないのですが、非常に分かりやすいです、今回のやつは。ただ、オの

部分でですね、ア・ウ・エで身体、児童、知的の目標量があるのですけど、障がい者の部分の目標

量というのがここのところで示していなくて、ただ、オではホームヘルプサービス、ショートステ

イ、グループホーム等を推進しますというだけ書いていますよね。そして、この表の中では精神は

無いのですが、精神障がいの部分が無いのですけども、ただ一応そういう事業を推進するというだ

けであって目標量としてはあまりきちんと設定できないということでそういう表現にしたのか、こ

こら辺ちょっとありましたら聞きたいなと思ったのですが。三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  確かにですね、今、現状においても精神障がい者の方のホーム
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ヘルプ、ショートステイの関係については一部ショートステイの関係で利用の方がいらっしゃいま

すけれども、ホームヘルプサービスを含めてですね、もちろんグループホームも今、現状にありま

せん。ちょっと今、なかなか無い状況があったりですね、今後例えばショートステイについては少

し伸びる可能性はあるのかなと。あるいはまたホームヘルプサービスも、先ほどちょっとお話申し

上げましたけども、これは白老町全体でどのくらいの出現率があるか、出てくるかちょっとわかり

ませんけども、結局国の方では 7 万数千人の社会復帰を目指すというそういうことになっているこ

とになっているとすればですね、当然、在宅生活というものが基本になってきた時に、やはりホー

ムヘルプサービスだとか、あるいはショートステイだとか、場合によってはデイサービスを含めて

そういう需要というのはもしかして出てくるかなというふうに思うのですが。ただ、白老町に当て

はめた時にどの程度のあれがなってくるのかというのがちょっと予想つかない部分が実はありまし

てですね、この中ではその利用目標というのをなかなか掲げづらかったというのが実態なのです。

いずれにしても、そういうようなことが必要になるだろうという基本的な認識の下にこういうもの

を推進しますよという整理を実はさせていただいたわけでありましてね。もうちょっと検討してみ

て何か本当の実現可能な目標量という部分にはちょっとなかなか行かないかもしれませんけども、

何か掲げられるものがあるとすれば検討してみたいなと思いますが。現状とすれば、そういう今の

実態と、ちょっとなかなかその後の目標を想定するというのがしづらかったなというのが、ここの

部分で実はありました。 

○委員長（鈴木宏征君）  それと 6 ページから始まる障がい者の生活実態とありますよね。これ

は身体障がい者は別として、やっぱり精神障がい者、知的障がいの部分については本人の意見とい

うのではなくて、やっぱり家族の意見が大半でないかと思うのですよ。なかなか本人にこういう意

見を出せと言われてもなかなか出せる部分でないので、これからいろいろな支援サービスの利用に

ついても、外出の状況とかというのもありますけど、これは家族の方が意見として出された部分だ

と思うのですよ。そして、先ほども委員の方あったように、やっぱり家族の方が、障がいをお持ち

の方が今後高齢化になって、年とって居なくなった時のことって非常に心配があってですね、こう

いうサービスの方向だとか、そういう意見が出てきているのだなというふうに思ってみていたので

すが。これに対してやっぱり家族の支援という部分でのね、ここにきちんとどこかに書いていまし

たよね、家族への支援というのがあったような気がしたのだけども。そういう部分では謳った部分

ってあったでしょうかね。はい、課長どうぞ。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今、後段の方のお話、どこに入っているかはちょっとあれなの

ですが。前段の方の話ありましたようにですね、アンケート調査の中では当然障がいのご本人が回

答できない部分については家族の方のご意見という部分で把握しているという、そういう内容は中

には当然あると思います。それでですね、ただそのアンケート調査で全体の今の求めているものを

把握するというのは、それはなかなか難しいでしょうということもありましてですね。それで、障

がい者ご本人にもお集まりいただいて、あるいはその団体の方にもお集まりいただいて意見交換を

やったというのが経過の中でもちょっと説明しましたけれども。なかなかアンケートと調査だけで
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全部把握できない部分があるだろうということで、そういうこともやってきたということでまず一

つご理解いただきたいと思います。ですから、障がいの方ご本人の出席の中で、本当にご本人が日

常生活でこんなこと困っている、あんなこと困っているというお話も随分お聞かせいただきました

し、そういうことも踏まえてこの計画の一つの基礎資料になっているということはご理解いただき

たいと思います。 

 で、家族の方の部分で直接的に家族のためのという文言があったかどうかちょっとあれなのです

が、いずれにしても在宅サービスの充実だとか、そういう部分というは間接的に家族のための軽減

の一つにも実はなっているのですね。 

○委員長（鈴木宏征君）  ありましたね。この相談体制のところに機能の充実の中に家族という

のが入っていますね。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  ある程度は直接的なものでなくてもですね、例えば在宅サービ

スで行うことそのものがご本人のためになる日常生活の一つのお手伝いという部分が当然あるので

すが、それによって家族の方の毎日、毎日介護されていたりですね、そういう時の時間的にちょっ

と若干の軽減が図れるとかですね。ショートステイなんかはまさにそうですよね。そういう部分の

事業の推進というのは、まさに家族のためのサービスにも繋がっているということになるのかなと

いうふうに思いますので、その辺ご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  わかりました。あと、何かありませんでしょうか。はい、土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君）  21 ページの就労支援体制の整備の中に、オのところに障がい者の

就労を促進するため白老町の法定雇用率って書かれてありますが、この法定雇用率というのはどう

いうところを基準から出されて、数字的にはどうなのですか。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  各事業所において障がい者の雇用してくださいという一つの基

準があると思うのです。当然これはある一定規模以上の事業所ということになるのかなというふう

に思いますけれども、このパーセンテージが何％かはちょっと私今あれなのですが。2％ですか。そ

ういう雇用率を達成するということはやっぱり事業所としては一つの責務になるのだろうなという

ふうに思うのです。ですから、この白老町というのはまさに白老町役場のことなのです。そういう

ところがいろいろお話聞いている中では、法定雇用率を達成していないのじゃないかというところ

がちょっと話として出てくるものですから、そういうものをまず率先して達成する必要があるでし

ょうと。また、国だとか道と連携して他の国の機関とかそういうところの達成率の向上について働

きかけると。そういうようなことをここで明示したところなのです。 

○副委員長（土屋かづよ君）  わかりました。 

○委員長（鈴木宏征君）  よろしいですか。あと、ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、わかりました。それでは、無いということで、この白老町障が

い者福祉計画の調査についは終わりたいと思います。それでは、今日なこの程度にしまして、閉会
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いたしまして、もう一つの行動計画につきましては明日やりたいと思いますがよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                         

     ○閉会の宣告 

○委員長（鈴木宏征君）  それでは、今日につきましては、これで閉会をいたします。ご苦労様

でした。 

 

（閉会 午後 4 時 08 分） 

 


