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第１章 地域福祉計画策定の概要 

１ 計画策定の背景と趣旨 

  地域コミュニティは、戦後から高度経済成長時代（1970 年代）にかけて、

都市化の進行により弱体化してきました。そのため、従来のような家庭や地

域での効果的な支援が困難となり、地域から離れた福祉施設でのサービスを

中心に福祉施策が整備されてきました。 

  成長型社会の時代が終わり、高齢者介護、障がい者支援、孤独死などが社

会問題化するようになったことに伴い、地域から隔離された施設福祉に加え、

住み慣れた地域で生活できるように「行政による在宅サービス」が開始され、

整備が進められました。 

このような中、平成１０年に中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会

が具体的な改革の方向を「個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度

の確立」、「質の高い福祉サービスの拡充」及び「地域での生活を総合的に支

援するための地域福祉の充実」と報告し、個人が尊厳を持って家族や地域の

中でその人らしい自立した生活を送れるような支援を行うことを目的として

社会福祉改革が行われました。 

また、この報告では「社会福祉の基礎となるのは、他人を思いやり、互い

を支え、助け合おうとする精神である。その意味で、社会福祉を作り上げ、

支えていくのは全ての国民であるということができる。」と述べられており、

個人が自立しながら地域住民に対して思いやりを持ち、互いの支え合いや助

け合いにより、共に生きる地域社会を築き上げていくことが重要であるとい

う考え方が示されました。 

  このような社会福祉の基礎構造改革の方向性を踏まえて、社会福祉事業法

が大幅に改正され、平成１２年に施行された社会福祉法では、第４条に「地

域福祉の推進」が規定されました。 

 

 社会福祉法（抜粋） 

   地域福祉の推進 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉

に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地

域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地

域福祉の推進に努めなければならない。 

 

  リーマンショック以降は、特に稼働年齢世代にあたる人々を含めた生活困

窮者が増大しており、「生活困窮者の活動的な社会参加と就労を支えながら、

地域のつながりを強めていこうとする」新たな生活支援制度として、平成２
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５年１２月に「生活困窮者自立支援法（※1）」が成立、平成２７年４月から

施行されました。この制度は、ひきこもりや対人関係の課題を抱える方など、

ハローワーク等による就労支援のみでは支援できない方や、高齢者福祉制度

や障がい者福祉制度などの既存の福祉制度だけでは支援が難しい方に対し、

制度の横断的かつ包括的な支援を行うことで、自立をめざす仕組みを整える

とともに、地域福祉を推進するというものです。 

これからの福祉は、制度によるサービスの利用に加え、地域を基盤として、

すべての人を尊重し、人と人とのつながりを基本として、地域住民、民生委

員児童委員、ボランティア、行政などの各種専門機関が協働する地域全体の

支え合いによる福祉＝「地域福祉」により進めていくことが必要です。 

 

２ 地域福祉計画策定の必要性 

  地域に住む誰もが互いの人格と個性を尊重して支え合いながら、住み慣れ

た地域で安全かつ健やかに自立した生活を送ることがまちづくりの基本です。 

しかし、現在の地域社会では、ひとり暮らしで話し相手のいない高齢者、障

がいや疾病に対する誤解から生じる偏見・差別、子育てや介護に関する悩み、

家庭内での暴力や虐待、性別による固定的な役割分担意識、対人的なストレス

による社会的孤立、建物や道路等の構造上の物理的障壁などといった様々な課

題が生じています。 

このような課題を解決していくためには、行政による対象者ごとの福祉サ

ービスだけでは十分とは言えず、困った時に支え合う「顔の見える関係づく

り」や、お互いを認めて支え合う「共に生きる社会づくり」を進めていくこ

とが必要となります。 

登別市では、地域で暮らす一人ひとりの個性を尊重しながら積極的に地域

づくりに関わり、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづく

りを実現するため、地域に根差した活動の規範となる理念の「登別市ぬくも

りある福祉基本条例」と、その条例の理念に基づく行動指針としての「登別

市地域福祉計画」を策定することとしました。 

 

 

 

 

※１ 生活困窮者自立支援法 

 平成２７年４月から施行され、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活

困窮者に対し、自立相談支援事業の実施や住宅確保給付金の支給等の支援を行うための所要の措

置を講ずる法律。 

（＊）登別市ぬくもりある福祉基本条例については、第７章に全文を掲載しています。 

（＊）「※」印の注釈については、第７章にまとめて記載しています。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第１０７条に基づく「地域福祉計画」であり、市民、

事業者及び市が相互に協力・連携し、地域福祉を推進するための計画とします。   

本計画は、「登別市総合計画」を上位計画とし、登別市まちづくり基本条例

の理念に基づく保健福祉分野の施策を総合的かつ計画的に推進するための計

画とします。また、保健福祉分野の基本計画として、各個別計画に共通する理

念を相互に関連付ける計画とします。 

更に、社会福祉法人登別市社会福祉協議会（以下「社協」という。）が策定

する「登別市地域福祉実践計画（以下「きずな」（※2）という。）」とも連携

して、互いに車の両輪として地域福祉を推進する計画とします。 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 登別市地域福祉実践計画（愛称「きずな」） 

全市的な取組みをまとめた全市計画と、市内８小学校区ごとの取組みをまとめた小学校区計画

からなり、社会福祉法人登別市社会福祉協議会が策定している５か年の計画。 

 

地域福祉 

実践計画 

「きずな」 

 

登別市社会 

福祉協議会 

策定 

 

登別市まちづくり基本条例 

登別市ぬくもりある福祉基本条例 

登別市地域福祉計画 

  高 

介 齢 

護 者 

保 保 

険 健 

事 福 

業 祉 

計 計 

画 画 
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者 
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援 
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 子 

 ど 

 も 

 ・ 
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 育 

 て 

 支 

 援 

計事 

画業 

健

康

増

進

計

画 

男

女

共

同

参

画

基

本

計

画 

登別市総合計画（基本構想） 

連携 

個

別

計

画 

＜まちづくり全体＞ 

＜保健福祉分野＞ 
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社会福祉法（抜粋） 

   市町村地域福祉計画 

第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を

一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又

は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事

業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させ

るために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよ

う努めるものとする。 

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 

４ 計画の期間 

計画期間は５年を基本としていますが、当市の地域福祉推進には社協が策定

した「きずな」（※2）との連携が必要であることから、第１期については初

年度を平成２５年度とし、最終年度は「（第２期）きずな」に合わせた平成２

７年度として、３ヵ年の計画として策定しました。 

今回（第２期）からは、「（第３期）きずな」と同期間である平成２８年度か

ら平成３２年度を計画期間とします。 

なお、市民を取り巻く環境の変化などに対応するため、必要に応じて評価・

検証を行うこととします。 

 

＜計画期間＞ 

 年度 平成 

28年

度 

平成 

29年

度 

平成 

30年

度 

平成 

31年

度 

平成 

32年

度 

平成 

33年

度 

平成 

34年 

度 

平成 

35年 

度 

平成 

36年 

度 

平成 

37年 

度 

登別市 

地域福祉 

計画 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

きずな 

（社協） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （＊）平成 33 年度以降は、本計画策定時点における想定として示したものです。 

（＊）本計画における「市民」の範囲については、登別市ぬくもりある福祉基本条例におい

て、市民の定義を「市内に在住し、若しくは通勤若しくは通学する個人又は団体」と

していることから、それと同一とします。 

（第２期） 

（第３期） 

（第３期） 

（第４期） 
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第２章 計画の基本方針 

１ 基本方針 

「温
ぬく

もりある福祉のまち のぼりべつ」 

市民誰もが互いの人格と個性を尊重して支え合いながら、住み慣れた地域

で安全かつ健やかに自立した生活を送れる社会を実現していくことが、私た

ち市民の願いです。 

いろいろな困難を抱えている人がいたとしても、その人の尊厳を認め、人

と人とのつながりを大切にして、困った時に支え合う「顔の見える関係づく

り」や互いを認めて支え合う「共に生きる社会づくり」を進め、誰もが安心

して暮らすことができる地域社会をつくっていかなければなりません。 

また、こうした地域社会づくりは、「湯之国
ゆ の く に

登別」を訪れる方にとっても市

民とのきずなを深めることとなり、誰もが心身ともに温もりを感じられる「福

祉のまちづくり」の推進につながっていくものです。 

本計画は、「登別市ぬくもりある福祉基本条例」の理念に基づく行動指針で

あり、「温
ぬく

もり」を合言葉に、市民一人ひとりが地域の課題に主体的に取り組

み、支え合いの担い手として参加・参画していく協働のまちづくりによって、

心の通い合った温もりある地域社会の実現を目指すものです。 

 

２ 計画の基本目標 

計画の基本方針を実現するために、７つの基本目標を設定しました。 

◆基本目標１◆ 

   共に支え合うまちづくり 

◆基本目標２◆ 

   のびやかな人生が息づくまちづくり 

◆基本目標３◆ 

   健康を守り育てるまちづくり 

◆基本目標４◆ 

  やさしさに満ちたまちづくり 

◆基本目標５◆ 

   安心して子どもを生み、健やかに育つまちづくり 

◆基本目標６◆ 

   男女が共に参画するまちづくり 

◆基本目標７◆ 

   安全で安心して暮らせるまちづくり 
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３ 計画の体系 

７つの基本目標のそれぞれについて、基本目標達成のために必要な取り組み

を次のとおり設定します。 

取り組みの詳細については、第５章に記載します。 

 

基本理念 基本目標 基本目標達成のための取り組み 

「
温 ぬ

く

も
り
あ
る
福
祉
の
ま
ち 

の
ぼ
り
べ
つ
」 

1．共に支え合うまちづ

くり 

ノーマライゼーション理念（※3）の普及 

福祉推進体制の強化 

地域福祉活動の推進 

2．のびやかな人生が息

づくまちづくり 

長寿社会の基盤づくり 

高齢者福祉の充実 

介護サービスの充実 

3．健康を守り育てるま

ちづくり 

健康づくり意識の確立 

保健予防活動の充実 

地域医療の充実 

4．やさしさに満ちたま

ちづくり 

障がい者（児）への理解 

障がい者（児）の自立支援 

障がい者（児）の社会参加の促進 

5．安心して子どもを生

み、健やかに育つま

ちづくり 

子育ての不安と負担の軽減 

児童虐待の防止 

6．男女が共に参画する

まちづくり 

男女の人権が尊重される社会の実現 

男女があらゆる分野に参画することができ

る社会の実現 

7．安全で安心して暮ら

せるまちづくり 

自立した暮らしへの支援 

総合防災体制の整備 

地域ぐるみでの見守り・防犯体制の整備 

 

４ 計画の策定体制 

（１）登別市福祉のまちづくり検討委員会 

    登別市地域福祉計画の策定にあたり、市民や福祉に携わっている方々

などからの多くの意見を反映させることを目的として、福祉・教育・経

済関係者と一般公募の市民からなる「登別市福祉のまちづくり検討委員 

 

※３ ノーマライゼーション理念 

高齢者や障がい者などを施設に隔離せず、助け合いながら、すべての人が共に暮らしていくこ

とが正常な社会のあり方であるとする考え方。本計画では、すべての人が、地域の一員として「共

に支え」・「共に歩む」という考え方としました。 
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会」（以下「検討委員会」という。）を開催し、計画についての検討・論

議を行いました。 

（２）各種資料の活用 

    地域における生活課題の把握や、地域福祉推進のための協働体制の検

討などにあたり、各種資料や他の福祉関連計画において実施したアンケ

ート調査結果を分析し、活用しました。 

（３）市民ニーズ調査アンケート 

   登別市の地域福祉に関する課題や、市民の意見などを計画に反映する

ため、以下のとおりニーズアンケートを実施しました。 

 

 ①実施対象 登別市内在住の２０歳以上の男女 １，５００名。 

   

②調査方法 調査方法 郵送による発送・回収を行いました。 

   

③調査期間 平成２７年１０月７日～平成２７年１０月３０日 

 

④調査項目  「回答者自身のことについて」「地域に対する日頃の思いな

どについて」「福祉に対する認識について」「福祉の未来像に

ついて」の大きく４項目に分けて調査しました。 

 

⑤回答状況 配付数 １，５００ 件 

      回収数   ７２４ 件 

      回収率  ４８．３ ％ 

 

  ⑥アンケートに関する地域の区分 

小学校区名 該当地域 

登別小学校区 カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、 

登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、 

札内町３８１番地 

幌別東小学校区 幌別町、幸町、新栄町 

幌別小学校区 中央町、常盤町、千歳町、来馬町、札内町 

幌別西小学校区 富士町、新川町、片倉町、柏木町、川上町、鉱山町 

青葉小学校区 緑町、桜木町、青葉町、大和町１丁目、 

若山町１丁目、若山町２丁目 

富岸小学校区 新生町、富岸町、若山町３丁目、若山町４丁目、 

栄町３丁目、栄町４丁目、大和町２丁目 

若草小学校区 美園町、若草町、上鷲別町 

鷲別小学校区 鷲別町、栄町１丁目、栄町２丁目 
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⑦アンケート回答者の概要 

 年齢が高くなるにつれて、回答者数が多くなっており、２０歳代～６０歳

代は男性より女性の回答者数が多くなっています。７０歳以上は、女性より

男性の回答者数が多くなっています（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 男女・年齢別のアンケート回答者数  

 

回答者の住んでいる地域を小学校区ごとに区分すると、富岸小学校区の

回答者数が一番多く、幌別東小学校区の回答者が一番尐なくなっています。 

また、各地区への送付者数に対する回答率は、幌別東小学校区が一番高く

なっています（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 地区別のアンケート回答者数 
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（４）パブリックコメント 

    計画策定にあたり、計画内容を計画素案の段階で市民に公表し、市民

から寄せられた意見を計画に反映させるため、パブリックコメントを実

施しました。 

 

  ①実施期間 平成２８年１月２０日～平成２８年２月１９日 

 

  ②実施方法 

  ・計画素案の公表：ホームページ上での公開、公共施設等での素案の設置 

  ・意見の回収方法：電子メール、郵送、ファクシミリ、意見箱 
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第３章 登別市の概況 

１ 登別市の概要 

   登別市は、北海道南西部に位置する人口約 50,000 人のまちです。東西約

18.5km、南北約 22.6km に広がり、面積は 212.21km2を有しています。 

   市の南東部は太平洋に面しているとともに、北部は山地となっており、

海と山に囲まれた自然豊かな環境です。 

   北海道の中では積雪は尐なく、最低気温もマイナス１０度以下になるこ

とはほとんどありません。７・８月の盛夏でも３０度を超えることはほと

んどなく、比較的過ごしやすい気候であるといえます。 

   交通網は海沿いに国道３６号の主要幹線があり、それとほぼ平行に道央

自動車道があります。道央自動車道を利用した場合の所要時間は、新千歳

空港まで約１時間、札幌中心部まで約１時間３０分となっています。 

札幌中心部までの移動は、JR や高速バス（道南バス、中央バス）を利用

することもできます。 

また、登別温泉とカルルス温泉は全国的にも有名な温泉地であり、特に、

登別温泉は硫黄泉や食塩泉など９種類もの泉質があることで知られ、「湯之

国登別」として PR に努めています。 
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２ 登別市の人口 

   登別市では、人口の減尐に加え、年尐人口（１５歳未満）が減尐を続け

ているのに対し、老年人口（６５歳以上）は増加を続けています（図３、

４）。 

平成２７年９月３０日現在、６５歳以上の高齢者数は１６，４７０人と

なっており、高齢化率は３２．８％となっています。この数字は北海道の

高齢化率２８．０％（平成２７年１月１日現在）を大きく上回る状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 平成２年から平成２２年の登別市の人口推移 

55,571 56,892 
54,761 

53,135 
51,526 
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※登別市住民基本台帳（平成２７年９月３０日現在） 

 

   地域別の人口は、富岸小学校区が最も多く、幌別東小学校区が最も尐なく

なっています（図５）。全地区とも男性よりも女性の人口が多い結果となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※登別市住民基本台帳（平成２７年９月３０日現在） 

図 5 地区別の人口 

図 4 平成２３年から平成２７年の登別市の人口推移 

51,872 51,580 50,944 50,657 
51,872 51,580 50,657 50,182 50,944 
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当市の人口を人口ピラミッドで見た場合、団塊の世代（昭和２２年から

昭和２４年生まれ）の影響で、男女共に６０～７０歳代の人口が最も多く

なっています（図６）。 

今後は団塊の世代が年齢を重ねていくことに加え、生産年齢人口（１５

歳～６４歳）が減尐する見込みであることから、高齢化率はさらに上昇す

ることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登別市住民基本台帳（平成２７年９月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

男性 合計 

23,892 人 

女性 合計 

26,290 人 

人口ピラミッド 

男性（人） 

女性（人） 

図 6 登別市の人口ピラミッド  
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３ 福祉制度利用者の状況 

   介護保険制度における要介護認定者について、平成２３年３月末から平

成２７年３月末の推移を比較すると、要介護認定者数は４６２人増加して

います（図７）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   一方、各種障害者手帳の取得者数は、平成２２年から平成２６年まであ

まり推移に変化はありませんが、身体障害者手帳は、やや減尐傾向にあり

ます（図８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 要介護認定者数の推移 

図 8 障害にかかる各種手帳取得者数の推移 
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被保護世帯数と被保護人員数は、平成２４年度から平成２６年度まで増

加傾向にあり、保護率も毎年尐しずつ上昇しています（図９）。 

※保護率（‰）＝人口１，０００人のうち、何人が生活保護を受給してい

るかの割合であり、‰（パーミル・千分の一）で表される。 

 

生活保護の相談・申請件数は平成２４年度から平成２６年度までに大き

な変化はありません（図１０）。 

また、生活保護開始世帯を類型別にみると、平成２４年度に比べて、平

成２６年度は高齢世帯の割合が高く、傷病・障害世帯の割合が低くなって

います（図１１）。 

 

 

 

 

図 9 被保護世帯数と被保護人員数の推移  

図 11 生活保護開始世帯の世帯類型  図 10 生活保護の相談・申請件数の推移  
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第４章 第１期の基本目標ごとの成果と課題 

この章では、第１期登別市地域福祉計画の計画期間である平成２５年度～平

成２７年度の取り組みの成果と、「登別市の地域福祉に関するアンケート調査」

の結果をもとに、課題を整理しています。 

 

１ 共に支え合うまちづくり 

＜目標の考え方＞ 

誰もが地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、地域で共に

支え合う福祉の基盤をつくることを目標としています。 

 

■これまでの取り組み成果 

  市では、地域で孤立している人に対しての見守りに加え、様々なサービス

や制度への繋ぎを行う「高齢者等訪問見守り事業」を社協と協働して行いま

した。 

  また、必要に応じて社協や地域包括支援センター（※4）等の関係機関との

連携を図り、効果的な支援を行うためのネットワークの構築に取り組みまし

た。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ 地域包括支援センター 

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成１８年度から新設された拠点。保健師、

社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、介護予防、権利擁護、総合相談支援などの事業

を行っている。市内には、あおい（愛桜）、ゆのか、「けいあい」の３箇所がある。 
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 ■アンケートの結果 

  「近所とのつきあいはどの程度ですか。」という問いと「登別市は住みやす

いまちですか。」という問いの回答を組み合わせたところ、「近隣住民とは日頃

から助け合っている」と答えた方は、「登別市は住みやすい」と答える割合が

高いという結果になりました。（図１２）。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、困ったときに必要な支援は「緊急時の助け」「安否確認」の割合が高

く、自分ができる支援も「緊急時の助け」や「安否確認」を支援できるとい

う回答が多くみられました（図１３）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 近所とのつきあいの程度と住みやすさ 

図 13 隣近所で困っている人への支援 
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  「地域での人と人のかかわりについて、あなたのお考えに近いものはどれ

ですか。」という問いに対して、「隣近所の人とはつきあいを大切にしたい」

という回答が最も多い結果となりました（図１４）。 

  近隣住民同士やボランティアでの支援を行う「互助」の考え方が、個人の

意識として根付いていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「市民が住み慣れた地域・まちで安心して暮らしていくために、どのような

福祉に重点を置くべき項目だと考えますか。」という問いに対し、「気軽に相談

できる人・窓口、集まれる場の充実」という回答が最も多く、次に「市民がお

互いに支え合い、助け合える地域づくりの推進」という回答が多い結果となり

ました（図１５）。 

図 14 地域での理想とするかかわり 

図 15 安心して暮らすために重点を置くべき項目 
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 ■「共に支え合うまちづくり」の課題 

  「あなたは『福祉』に関心をおもちですか。」という問いに対し、「とても

関心がある」「ある程度関心がある」と答えた方は７８％となりました（図１

６）。 

今後の地域福祉を担う人材の確保のため、福祉に関心がある方が実際に福

祉活動に参加したいという意欲を持たせるような情報提供を行うなど、取り

組みに工夫が必要です。 

また、登別市地域福祉計画の評価や検証を行うとともに、社協や関係機関

との協議を重ねることによって役割を整理し、連携・協働しながら地域福祉

を推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 福祉への関心度合い 
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２ のびやかな人生が息づくまちづくり 

 ＜目標の考え方＞ 

  住み慣れた地域でいきいきした生活を送る高齢者を増やすことを目標とし

ています。 

 

 ■これまでの取り組み成果 

 市では、「登別市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定し、計

画に基づいた取り組みを行っています。 

認知症高齢者等のはいかいに対応するため、「はいかい高齢者等 SOS ネッ

トワーク」により、地域住民や関係機関と連携・協働する仕組みづくりを進

めました。 

また、当市の介護保険料やかろやか体操などの取り組みについて、「広報の

ぼりべつ」やホームページなどを通じて周知を行いました。 

 

 ■アンケートの結果 

  「登別市の『高齢者が安心して暮らせる環境』について、どのように感じ

ていますか。」という問いに対して、「良い方だと思う」「普通だと思う」を合

わせると６０％という割合になりました。（図１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 17 市の高齢者の生活環境について 
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  「高齢者の人たちが住みよいまちをつくるために、今後、どのようなこと

が重要だと考えますか。」という問いに対しては、「入所施設の充実」、「在宅福

祉サービスの充実」、「困ったときの相談体制の充実」、「外出・買い物がしやす

い環境」がほぼ同数という結果となりました（図１８）。 

   

■「のびやかな人生が息づくまちづくり」の課題 

 安心して登別市で暮らし続けるために、サービスの内容や制度の説明など

について、誰もが正しく理解できるような情報提供の仕方を検討していく必

要があります。 

  また、世代に関わらず交流する機会を確保することにより、高齢者が必要

とする支援について理解・検討し、それぞれの役割に基づき実施できるよう

な仕組みを構築していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 高齢者にとって今後必要なこと 
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３ 健康を守り育てるまちづくり 

 ＜目標の考え方＞ 

  自らの健康は自らが守るという意識を醸成し、市民が主体的に健康づくり

に取り組むことにより、健康で元気に生活できる期間（健康寿命）を延ばす

ことを目標としています。 

  

■これまでの取り組み成果 

 市では、登別市健康増進計画「健康のぼりべつ２１」を策定し、計画に基

づいた取り組みを行っています。 

 市民の健康意識の普及啓発を図るため、健康に関する講演会の開催や、必

要に応じて「健康通信きらり」等での疾病予防・早期発見に対する情報提供

に取り組みました。 

 また、平成２７年度からは、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳の市民を対

象にピロリ菌検査の助成を開始するなど、各種検診事業の充実に取り組んで

います。 

 

■アンケートの結果 

 「日常生活の中でどのようなことに不安を感じていますか。」という問いに

対して「自分の健康のこと」と「家族の健康のこと」が高い割合を占めてお

り、その次に「収入や家計のこと」があげられています（図１９）。 

 

 

 

 

 

図 19 日常生活での不安要素 
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  「地域で健康づくりを進めていくために、今後、どのようなことが重要だ

と考えますか。」という問いに対し、「健康づくりや健康に関する情報を発信

すること」と「こころや体の健康について、気軽に相談できる相談体制の充

実」、「健康診断についての周知」が高い割合を占めました（図２０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「健康を守り育てるまちづくり」の課題 

 市民一人ひとりが健康であるために、健康診断の周知や気軽に健康づくり

に取り組める環境づくりなどを通じて、健康に関心を持つだけでなく、実際

に行動に起こすことができるように取り組む必要があります。 

また、心身の健康について気軽に相談できるよう、相談窓口の周知徹底を

行い、健康への不安が軽減されるような仕組みづくりを進める必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 地域での健康づくりのために重要なこと 
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４ やさしさに満ちたまちづくり 

 ＜目標の考え方＞ 

  誰もが住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるような社会を目

標としています。 

  

■これまでの取り組み成果 

 市では、平成２７年度に従来の「登別市障がい者福祉計画」及び「登別市

障がい福祉計画」を１つにまとめた「登別市障がい者支援計画」を策定し、

計画に基づいた取り組みを行っています。 

平成２７年度からは、障がい者を臨時職員として雇用して、障がい者の就

労及び職業的自立の促進と、障がい者就労に関しての啓発及び理解の促進に

取り組みました。 

また、来庁する聴覚障害者の支援のため、手話通訳者を配置しました。 

   

 ■アンケートの結果 

  「障がいのある人たちが住みよいまちをつくるために、今後、どのような

ことが重要だと考えますか。」という問いに対して、「職業訓練や働く場の提供」

や「自立生活への支援充実」、「相談体制の充実」という回答が多い結果となり

ました（図２１）。 

 

 

 

 

図 21 障がいのある方たちの暮らしに今後重要なこと 
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「登別市の『障がいのある人が安心して暮らせる環境』について、どのよ

うに感じていますか。」という問いに対して、「良い方だと思う」と答えた方

は２％しかおらず、「普通だと思う」が約５０％という結果となりました。ま

た、「わからない」という回答が３１％にものぼることから、障がいのある方

の生活環境が十分に理解されていない現状が明らかになりました（図２２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「やさしさに満ちたまちづくり」の課題 

個性や価値観を尊重し、支え合う地域社会を推進するため、障がいのある方

がどのような考えを持っているのか、どのようなことに困っているのかを理解

しようという意識づくりが必要です。 

また、住み慣れた地域で自分らしく暮らすためには、職業訓練や働く場の整

備を行い、自立した生活を送ることができるように環境を整備することが必要

です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 市の障がいのある人の生活環境について 



26 

 

５ 安心して子どもを生み、健やかに育つまちづくり 

 ＜目標の考え方＞ 

  安心して子どもを生み、健やかに育てることのできるまちづくりを目指し

て、子育てする人の不安と負担を解消することを目標としています。 

 

■これまでの取り組み成果 

  市では、「登別市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画に基づいた

取り組みを行っています。 

保育所・私立幼稚園・小学校のそれぞれで世代間交流を促進する事業を実

施し、ふれあいの機会づくりに取り組みました。 

また、地域全体で子どもを見守る機能を充実させることにより児童虐待の

早期発見・早期対応に取り組みました。 

 

 ■アンケートの結果 

  「もし隣近所で、虐待が発生していると思われたら、真っ先にどのような

対応をとると思いますか。」という問いに対して、「警察に連絡する」「市役所

に連絡する」という回答が多く見られました（図２３）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  児童福祉法第２５条では、「要保護児童を発見した者は、これを市町村、都

道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町

村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければな

らない。」とされていますが、「隣近所に話す」や「自治会長・町内会長に話

す」という回答も一定数みられ、要保護児童への対応が地域の問題として考

えられていることが伺えます。 

 

図 23 身近なところでの虐待への対応 
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「子どもたちやその家族が子育てのしやすいまちをつくるために、今後、

どのようなことが重要だと考えますか。」という問いに対し、「保育所や教育

にかかる費用が尐なくて済むこと」という回答が多くみられました（図２４）。 

  また、家計的な負担を心配する一方で、保育や母子保健サービスの充実を

重要と考える回答もみられました。 

  

 ■「安心して子どもを生み、健やかに育つまちづくり」の課題 

  子育て世代の経済的負担を軽減するために、手当の支給や利用者負担の軽

減などの各種経済的支援を継続していくことが必要です。 

  また、児童虐待を未然に防止するため、虐待を発見したときの対応方法な

どについて周知を行うことで、地域全体が関心を持ち、見守りを行うことが

できる機能を充実させることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 子育てのしやすいまちづくりに重要なこと 
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６ 男女が共に参画するまちづくり 

 ＜目標の考え方＞ 

男女共同参画社会の実現を図るため、男女があらゆる分野に参画すること

ができる社会を実現することを目標としています。 

  

■これまでの取り組み成果 

 市では、「登別市男女共同参画基本計画（のぼりべつ・はぁもにぃプラン２

１）」を策定し、計画に基づいた取り組みを行っています。 

 平成２７年度は、男女共同参画社会に向けた作品表彰式の場で、初の試み

として参加児童と保護者を対象に「登別市男女共同参画社会づくり推進会議」

の活動について啓発に取り組みました。 

また、家族の時間づくりプロジェクト（※5）が平成２５年度から開始され、

家族での有意義な時間を確保する取り組みを行っています。 

 

■アンケートの結果 

 市で行った「男女共同参画に関する意識調査」の中で、「政治や職場の管理

職など社会の主導的立場に就く女性が尐ない理由はどのような理由からだと

考えますか。」という問いに対して、「家庭内での家事、育児、介護などまだ

まだ女性の負担が大きいから」という回答が多くみられました（図２５）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５ 家族の時間づくりプロジェクト 

親子のコミュニケーションの場や機会を増やす事を目的に、平成２５年度から実施してい

るプロジェクト。市内の全小・中学校が暦にない独自の３連休を創出し、連休期間には市内

のテーマパークや公共施設の割引制度等を設けている。 

図 25 社会の主導的立場に就く女性が尐ない理由 
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「子どもたちやその家族が子育てのしやすいまちをつくるために、今後、

どのようなことが重要だと考えますか。」という問いに対し、「男女ともに育

児・家事に参加すること」と答えた方の割合は、女性の方がやや多いですが、

約半数の割合となりました（図２６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、「働く時間を短くするなどして、子どもと接する時間を増やす取り組

み」が重要だと答えた方は、女性が６０％、男性が４０％という結果となっ

ています（図２７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 「男女の家事・育児参加が重要」と答えた方の男女比 

図 27 「働く時間を短くするなどして、子どもと接する時間を増やす取り組

みが重要」と答えた方の男女比 
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全体の回答者数からみて、男女ともに子育てを行うことなどについての意

識は２０歳代の割合が高く、若い世代に特に男女平等への意識が高まってい

ると言えます（表１）。 

 

表 1 男女平等意識の年代別割合 

 

20 歳

代 

30 歳

代 

40 歳

代 

50 歳

代 

60 歳

代 

70 歳 

以上 

男女ともに育児・家事に参加 28 27 19 26 37 55 

全体の回答者数 68 104 109 128 150 161 

回答者に占める割合 41.2% 26.0% 17.4% 20.3% 24.7% 34.2% 

労働時間短く、子どもとの時間長く 15 17 10 19 17 26 

全体の回答者数 68 104 109 128 150 161 

回答者に占める割合 22.1% 16.3% 9.2% 14.8% 11.3% 16.1% 

 

■「男女が共に参画するまちづくり」の課題 

男女平等の意識をさらに浸透させるために、一人ひとりが意識することに

加え、地域や社会の環境整備に取り組んでいく必要があります。 

また、配偶者やパートナーからの人権侵害について、気軽に相談できる窓

口や、地域での信頼関係を強化し、一人で悩みを抱え込まないような体制の

整備に取り組むことが必要です。 
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７ 安全で安心して暮らせるまちづくり 

 ＜目標の考え方＞ 

 防災体制の整備促進や防犯力の向上、生活基盤の弱い立場にある方への生

活安定と経済的自立の促進を図ることで、住みやすい地域社会の実現を目指

すことを目標としています。 

  

■これまでの取り組み成果 

市では、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災のような被害を未

然に防ぐため、防災マップや「登別市地域防災計画」の改正に取り組みまし

た。 

また、具体的な犯罪発生情報を提供し、一人ひとりの防犯意識の啓発に取

り組みました。 

平成２７年度からは、経済的に困窮している方を支援する「生活困窮者自

立支援制度」がスタートし、電話や訪問により相談に応じました。 

 

○生活困窮者自立支援制度の概要 

【生活困窮者の把握】 

市の保健福祉（高齢、障がい、子育てなど）、年金、健康保険、就労、租税

等の関係部署が連携し、どの部署でも相談に訪れた生活困窮者を見逃さず、適

切な相談先につなぐ庁内体制を構築することになっています。 

市や事業者、ハローワーク、学校や地域など市内のあらゆる機関が密接に連

携して生活困窮者支援に取り組むため、適切に生活困窮者の情報をやり取りで

きるルールづくりを行うものです。 

 

【「生活困窮者自立支援法」により実施する事業】 

必須事業 

・自立相談支援事業：生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮

者が抱える課題を全体として受け止め、その者の置かれ

ている状況や本人の意思を十分に確認したうえで支援計

画を策定する事業です。 

また、支援計画に基づく様々な支援を開始後も、それら

の効果を適切に評価・確認しながら、適切な就労支援な

ど、本人の自立までを包括的・継続的に支えていくもの

です。 

・住宅確保給付金の：自立相談支援事業の支援を希望した生活困窮者の中で、 

支給       離職により住宅を失った者や住宅を失うおそれのある者

に対して、家賃相当の住宅支援給付金（有期）を支給し

ながら就労支援を行うものです。 
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■アンケートの結果 

 「生活困窮者自立支援制度を知っていますか。」という問いに対して、「よ

く知っている」と答えた方は２％にとどまり、「ある程度知っている」と答え

た方を合わせても１２％にしかならず、十分に制度が理解されていないこと

が明らかになりました（図２８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「登別市の『防災体制が整っている環境』について、どのように感じてい

ますか」という問いに対して、「普通だと思う」と回答した方が多くみられま

した（図２９）。 

  東日本大震災以降、防災意識が高まってきている中、「悪い方だと思う」「わ

からない」と回答した方も４２％いることや、登別市は海岸沿いの民家も多

数あり、津波の危険性が高い地形であることなどから、今後は防災について

の普及啓発をさらに行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 生活困窮者自立支援制度の認知度 

図 29 市の防災環境について 
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■「安全で安心して暮らせるまちづくり」の課題 

 生活困窮者自立支援制度を市民に浸透させるとともに、今後は関係機関や

地域と協働して自立生活を支援する仕組みづくりに取り組んでいく必要があ

ります。 

 また、緊急時の対応体制について市民全体が理解し、意識しておく必要が

あることから、災害に備えた心構えなどについての普及啓発や、防災行政無

線の配置などについての情報提供を行うことが必要です。 

  犯罪の被害に遭うことなく安心して暮らせるまちづくりを推進するため、

町内会と協力して防犯灯を設置する取り組みを継続し、地域で犯罪を防止す

る意識を醸成していく必要があります。 
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第５章 基本目標ごとの取り組み 

 この章では、設定した７つの｢基本目標｣のそれぞれについて、【基本的な考え

方】、【取り組み】及び【それぞれの取り組み】を整理しています。 

 

【基本的な考え方】 

「基本目標」に関して、社会情勢を踏まえたうえで地域における課題を分

析し、それらの課題に対応していくための基本的な考え方を記載しています。 

【取り組み】 

第２章で定めた「基本目標達成のための取り組み」のそれぞれに関して、

市が行う施策の方向性を記載しています。 

【それぞれの取り組み】 

「地域全体の支えあいによる福祉（地域福祉）」を実践していくためには、

自助（市民一人ひとりが努力すること）・共助（地域が協力して実現していく

こと）・公助（行政が責任を持って推進すること）に基づく役割分担を踏まえ

たうえで、まずは、自身ができる範囲のことから、地域に根差した活動に主

体的に取り組んでいくことが必要となります。 

ここでは、「基本目標」を達成するための具体的な取り組みについて、「市 

民」、「事業者」、「社会福祉協議会」及び「市（行政）」の四者に区分して、そ 

れぞれが取り組むべきこと（役割）を記載しています。 

 

◆「自助・共助・公助」と「地域福祉計画」の概念図 

 

自助 公助 共助 

～市民及び地域社会が計画して実行する範囲（上側半分） 

～行政が計画して実行する範囲（下側半分） 

登別市地域福祉計画 

＊「自助」～市民一人ひとりが努力すること 

「共助」～地域が協力して実現していくこと 

「公助」～行政が責任を持って推進すること 
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１ 共に支え合うまちづくり 

【基本的な考え方】 

市民一人ひとりが互いの人格と個性を尊重しながら、共に生きるという意識

はまちづくりの基本です。 

障がいのある人もない人も、高齢者も子どもも、地域の一員として共に支え

合い、差別や偏見のない福祉社会を築き上げることが市民の願いです。 

支え合いのあるまちづくりを推進するためには、「福祉」を特定の人のため

のものというように限定的に捉えるのではなく、市民誰もが自身の能力や関心

に応じて自分らしい生活を送ることができるまちづくりというように、広い視

野で「福祉」を捉え直す必要があります。 

広い視野での福祉を実現するためには、市民一人ひとりの福祉に対する意識

の変革や地域活動への参加啓発を行いながら、地域の中で孤立している人たち

を結び付け、人間関係を深めていくための仕組みづくりが必要です。 

そのために、市は幼児教育、学校教育、社会教育などあらゆる機会を通じ

て福祉教育を推進するとともに、市民の福祉意識の高揚を図り、ノーマライ

ゼーション理念（※3）を普及することが重要です。 

一方、市民一人ひとりは地域に関心を持ち、地域のことを知り、地域でのき

め細かな活動に参加していくことが必要となります。 

 

【取り組み】 

 （１）ノーマライゼーション理念の普及 

障がいのある人もない人も、高齢者も子どもも、地域の一員として「共

に支え」「共に歩む」というノーマライゼーション理念をより一層普及す

るため、地域の人々の交流や地域活動への参加を促進させ、個人の人権を

尊重した中で、互いを理解する場を広げます。 

また、福祉意識の啓発のために、家庭、地域、学校、事業者などと連携

して福祉情報を提供し、福祉について学習・理解する機会を増やします。 

 （２）福祉推進体制の整備 

安定的で持続可能な地域福祉活動を展開するためには、市民、関係機関

及び市がそれぞれの役割を果たしながら連携・協働する必要があることか

ら、市は福祉財源の確保や福祉を支える人材の育成と確保に努めます。 

一方、市民及び事業者は福祉活動を理解し、福祉活動への積極的な参加

と参画に努めます。 
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また、地域福祉の根幹を成す地域での「支え合い」や「見守り」を促進

するために、市民、関係機関及び市が連携して、小地域ネットワーク活動

（※6）などによる体制の構築を進めます。 

（３）地域福祉活動の推進 

誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らしていくことができるまちづ

くりを実現するため、地域に根差した福祉活動の規範として制定した「登

別市ぬくもりある福祉基本条例」に基づき、福祉のまちづくりを推進しま

す。 

更に、条例の理念を基に、地域福祉を着実に推進するための仕組みとし

て、市民、関係機関及び市が協働して策定した「登別市地域福祉計画」に

より、それぞれが役割を担いながら参加・参画する地域福祉推進体制の整

備に努めます。 

「きずな」（※2）と「登別市地域福祉計画」との連携・協働による推

進方法や互いの役割などについて検討するとともに、「きずな推進委員会

（※7）」への支援に努めます。 

また、市民のボランティア活動への積極的な参加を促進するため、市

はボランティア活動に関する情報提供を充実させるとともに、登別市社

会福祉協議会が設置する登別市ボランティアセンター（※8）の機能を強

化し、地域福祉の担い手となるボランティアの育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6 小地域ネットワーク活動 

町内会を基盤として、住民の参加と協力により、同じ地域の中で支援が必要な方々の生活を見

守り、支え合い・助け合いを行う活動。登別市社会福祉協議会で、活動の支援を行っている。 

※7 きずな推進委員会 

市内８小学校区に設置されている校区推進委員会と、ボランティア団体や地域包括支援センタ

ーなどの専門職により構成されている専門委員会とで組織されている。 

※8 登別市ボランティアセンター 

 ボランティア活動をしたい人と受けたい人が対等な立場で関わり、ボランティア本来の「共に

生き、共に育ち、共に喜びを感じられる」ように、ボランティア活動に関する相談や活動をした

い人と受けたい人との調整などを行う機関。 
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【それぞれの取り組み】 

◆市民 

●あいさつや声かけを自ら積極的に行い、隣近所との関わりを深めます。 

●地域社会の一員として、ボランティア活動に参加します。 

●地域の情報に興味や関心を持ち、地域への理解を深めるとともに、町内会

活動や地域行事に積極的に参加・参画し、地域コミュニティの活性化に努

めます。 

●福祉関係講座などに積極的に参加して、ボランティア活動の重要性や地域で

の支え合いの大切さについて話し合います。 

●地域福祉推進のため、社会福祉協議会、事業所及び市が開催する福祉関係行

事に参加することに努めます。 

 

◆事業者 

●事業を通じて、福祉における支え合いの大切さの啓発に努めます。 

●地域行事や講習会などを通じて、福祉サービス利用者の理解促進につなが

る情報を提供し、福祉意識やノーマライゼーション理念（※3）の普及啓発

に努めます。 

●福祉サービスを利用する高齢者や障がいのある人などが、地域行事に気軽

に参加できるように支援します。 

 ●ボランティアの受け入れを積極的に行うとともに、関係機関と連携してボ

ランティアの育成に努めます。 

●地域福祉推進のため、市民、社会福祉協議会及び市が開催する福祉関係行事

に参加することに努めます。 

 

◆社会福祉協議会 

 ●広報誌や各種研修会・講演会などを通じて、福祉意識やノーマライゼーシ

ョン理念の普及啓発に努めます。 

 ●地域の人々が支え合うための仕組みとして、小地域ネットワーク活動（※6）

やふれあい・いきいきサロン（※9）活動を推進します。 

 ●ボランティア活動についての相談体制を充実させるとともに、ボランティ

アに関する情報提供や啓発を行い、ボランティア活動に参加しやすい環境

整備に努めます。 

 

 

 

※9 ふれあい･いきいきサロン 

地域住民が運営主体となり行う、地域で生活している高齢者等が気軽に集まることができる仲

間と生きがいづくりの場。登別市社会福祉協議会で、活動の支援を行っている。 
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●登別市ボランティアセンター（※8）の機能強化を図るとともに、ボランテ

ィア講座の開催やボランティア体験プログラムの開発により、ボランティ

ア活動について学習する機会を提供し、ボランティアの育成に努めます。 

●地域福祉推進のため、市民、事業者及び市が開催する福祉関係行事に参画

することに努めます。 

●地域福祉推進のため、市民、事業者及び市と協働して、「きずな」（※2）の

着実な推進を図ります。 

●地域福祉推進のため、共同募金運動（※10）の普及啓発に努めます。 

●社会福祉関係者をはじめ、市民参加による福祉のまちづくりの実現をめざ

し、社会福祉大会（※11）を開催します。 

 

◆市（行政） 

 ●誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らしていくことができるように、市

民や福祉関係者等と協働で制定した「登別市ぬくもりある福祉基本条例」

の理念に基づき、福祉のまちづくりを推進します。 

●地域福祉を推進するための行動指針として市民や福祉関係者等と協働で策

定した「登別市地域福祉計画」を着実に推進します。 

●安定的で持続可能な地域福祉活動を展開するため、福祉財源の確保に努め

るとともに、福祉を支える多彩な人材の育成に努めます。 

●福祉教育の充実に努めるとともに、各種講演会や行事などあらゆる機会を

通じて、ノーマライゼーション理念（※3）や地域福祉の重要性について普

及啓発を図ります。 

 ●地域活動やボランティア活動に関する情報提供を行い、活動への積極的な

参加を促進します。 

●地域で孤立している人を発見する仕組みをつくり、関係機関と連携し、定

期的な見守りを行います。 

●社会福祉協議会と連携して登別市ボランティアセンターの機能強化を図り、

市民ニーズに応えられるボランティア活動の推進や人材の育成に努めます。 

 ●「きずな」と連携・協働し、地域福祉の推進を図ります。 

●「きずな」と「登別市地域福祉計画」との連携・協働による推進方法や互

いの役割などについて検討するとともに、「きずな推進委員会（※7）」への

支援に努めます。 

※10 共同募金運動 

地域福祉活動を財源面から支援するために、社会福祉法に基づいて行われる募金運動。赤い羽

根共同募金運動や歳末たすけあい募金運動などがあり、集められた募金は地域福祉活動に助成さ

れる。 

※11 社会福祉大会 

 登別市において、福祉の発展に功労のあった団体や個人を表彰するとともに、さらなる地域福

祉の発展をめざして開催している。 
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２ のびやかな人生が息づくまちづくり 

【基本的な考え方】 

 高齢者が住み慣れた地域で安心してのびやかな人生を送るためには、心身が

健康であるとともに、生きがいを持って自分らしく暮らすことが大切です。そ

のためには、心身の健康維持や回復についての取り組みはもちろん必要ですが、

長寿化により人生の時間が増大している中で、どのように自分らしく生き生き

と暮らしていくのかということが大きな課題となっています。 

今後、人口に占める高齢者の割合がますます増えていくと見込まれており、

一人ひとりが「このような課題を地域社会の中でどう解決していくのか」や「心

の健康を満たす大きな要素である「生きがい」をどこに求めるのか」というこ

とを考えていかなければなりません。 

地域での福祉活動にとどまらず、自らの知識、経験、能力、技術、趣味など

を生かした活動により、生きがいを感じられる機会を増やすことも大切です。 

また、生きがいづくりは保健・医療・福祉の分野を超えるものであることか

ら、市民や事業者などと連携して、生きがいづくり活動の促進を図る必要があ

ります。このような取り組みは、地域の活力につながるものであり、高齢者に

限らずあらゆる世代に共通する課題とも言えます。 

高齢者への公的な福祉サービス施策については、「登別市高齢者保健福祉計

画及び介護保険事業計画」に基づき推進を図るとともに、総合的支援、介護サ

ービスを担う人材の資質向上、介護保険事業者との連携などにより、利用者に

対応した質の高いサービスを展開していくことが必要です。 

また、在宅での家族介護者やひとり暮らし高齢者などに対する地域での支え

合い体制の充実も重要となります。 

 

【取り組み】 

（１）長寿社会の基盤づくり 

高齢者団体の今後のあり方について、老人クラブ関係者や関係団体等と

ともに検討し、高齢者の生きがいづくりの場の確保と機会の充実に向けた

体制整備を図ります。 

また、介護予防を重点とする介護保険制度の地域支援事業と連動して、

市民の健康づくりを支援するとともに、高齢者の健康維持・増進のために

健康相談体制の充実を図ります。 

更に、介護保険制度の周知や利用に関する相談体制の充実を図ります。 

（２）高齢者福祉の充実 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるようサービス基盤の充実

を図るとともに、効果的な介護予防事業の充実を図ります。 

また、在宅での家族介護者やひとり暮らし高齢者など地域で何らかの支

援が必要な方に対して、支え合い活動及び相談体制を充実させ、安全・安



40 

 

心して暮らすことができる環境づくりに努めます。 

（３）介護サービスの充実 

「登別市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき介護サー

ビス基盤を計画的に整備し、介護保険事業の適切な運営を図ります。 

また、総合的支援や介護サービスを担う人材の資質向上及び介護保険事

業者との連携などにより、利用者に対応した質の高いサービスの充実を図

ります。 

 

【それぞれの取り組み】 

◆市民 

●高齢者にあいさつや声かけを行い、顔見知りの関係づくりに努めます。 

●町内会活動や老人クラブ活動などに、高齢者が参加するよう誘います。 

●市民一人ひとりが支援を必要としている人を見守り、話し相手になることに

努めます。 

●支援を必要としている人を見かけた場合には、地域包括支援センター（※4）

や民生委員児童委員などに連絡します。 

 

◆市民（高齢者やその家族） 

●高齢者自ら、隣近所の人に積極的にあいさつや声かけを行います。 

●人生の先達者としての知識や経験を次世代に伝え広めることに努めます。 

●生涯学習、スポーツ、趣味など、自身が生きがいを感じられる場を探します。 

●高齢者やその家族は、普段の会話の中で、生活や心身の状況などを周りの人

に伝えるようにして、地域とのつながりを深めるように努めます。 

●高齢者自ら、町内会活動や老人クラブ活動に積極的に参加し、仲間づくりや

世代間交流を行います。 

●市や地域包括支援センターなどが発信する福祉サービスに関する情報の把

握に努めます。 

 

◆事業者 

●地域の一員として、地域活動に参加します。 

●サービス従事者の資質向上に努めます。 

●地域住民からの日常生活上の困りごとなどの相談に応じるとともに、地域 

情報の収集に努めます。 

●訪問サービスや宅配サービスなどの提供時に利用者へ声かけを行い、利用者

の状態変化や異変を察知した場合には、適切な関係機関へ連絡します。 
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●福祉事業者は、専門的な立場でケアマネジメント（※12）に参加・協力し

ます。 

●福祉事業者は、福祉サービスに関する情報発信と相談支援を行うとともに、

行政や地域包括支援センター（※4）などと情報交換を行い、情報共有に努

めます。 

 

◆社会福祉協議会 

●広報「社協だより」、ホームページ、各種研修など、あらゆる機会を通じて

福祉情報の発信に努めます。 

●小地域ネットワーク活動（※6）やふれあい・いきいきサロン（※9）の構

築や活動支援を通じて、生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げます。 

●相談機能の充実を図り、関係機関や行政と連携してワンストップ機能（※

13）を持った相談窓口の整備に努めます。 

●サロンサポーター（※14）養成研修会などを開催し、介護予防などを支援

する人材を養成し、地域における福祉活動の輪を広げていきます。 

●行政や関係機関と連携し、高齢者の権利擁護を充実します。 

 ●日常生活自立支援事業（※15）の充実を図り、認知症高齢者等の判断能力   

が不十分な方の日常生活を支援します。 

 ●地域における生活の困りごとを、地域関係者が連携して解決する生活支援

サービス（※16）の構築に努めます。 

 ●地域における困りごとの情報を収集し、地域の生活支援ニーズに対応した

ボランティアの育成支援に努めます。 

※12 ケアマネジメント 

介護の必要な障がい者や高齢者に適切な自立計画や介護計画を立て、それに従って充分なサー

ビスを提供すること。 

※13 ワンストップサービス（機能） 

サービス利用者などの相談者が、複数の相談窓口を移動して必要な手続きを行うのではなく、

1 箇所の相談窓口で対応可能とするサービス（機能）。 

※14 サロンサポーター 

 ふれあい・いきいきサロンを通して、介護予防等の特定の視点をもって関わり、地域の要介護

者の早期発見・早期予防を行い、高齢者の生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げることを目的

として設置するもの。 

※15 日常生活自立支援事業 

 認知症や障がい等により判断能力が不十分な方が地域で安心して生活できるように福祉サー

ビスの利用援助、日常の金銭管理及び書類の預かり等を支援する事業。 

※16 生活支援サービス 

 在宅の高齢者や障がいのある人が介護に頼らず自立した生活ができるよう支援するためのサ

ービスであり、外出支援サービスや配食サービスなどがある。 



42 

 

◆市（行政） 

●「広報のぼりべつ」、ホームページ、出前講座などあらゆる機会を通じて介

護予防の知識を普及啓発するとともに、介護保険制度の分かりやすい情報提

供に努めます。 

●専門的かつ複合的なニーズに対応できるよう、研修などにより職員の資質向

上を図り、ワンストップサービス（※13）を心がけます。 

●社会福祉協議会や関係機関と連携して成年後見制度（※17）などを活用し、

高齢者の権利擁護を充実します。 

●新たな地域支援事業の円滑な実施を推進します。 

 ●介護予防や地域での支援・見守りなどを行う人材を養成します。 

●認知症や高齢者虐待について正しい知識の普及啓発に努めるとともに、認

知症高齢者等のはいかいに対応するために、地域住民、警察及び地域包括

支援センター（※4）などの関係機関と連携・協働し、行方不明高齢者の捜

索・発見・通報・保護や保護後の見守り支援を行うネットワークの充実に

努めます。 

●高齢者のニーズに応じて、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービス

を切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム（※18）」の考え方の実現に

向けた取組みを進めます。 

●高齢者を支援する福祉サービス施策を、「登別市高齢者保健福祉計画及び介

護保険事業計画」に基づき、着実・計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※17 成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力の不十分な方を支援する制度。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が本人の利益を考え

ながら、代理として契約等の法律行為を行うなどして、本人を保護・支援する制度。  

※18 地域包括ケアシステム 

地域において、保健・医療・介護・福祉の関係者が連携・協力して、高齢者のニーズに応じて

一体的、体系的にサービスを提供する仕組み。 
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３ 健康を守り育てるまちづくり 

【基本的な考え方】 

健康はすべての人にとっての願いであり、市民一人ひとりの健康は「まちづ

くり」を支える基盤でもあります。 

しかし、食生活が豊かになり、高齢化が進み、生活様式が多様化している現

代社会では、毎日の生活習慣と関連が深い糖尿病、心臓病、脳血管疾患などの

生活習慣病が増加しており、健康を維持していくことが難しくなってきていま

す。 

健康で自分らしく生き生きと暮らしていくためには、医療や福祉など、いざ

という時の支援体制を整えることはもちろん大切ですが、それ以上に、「自分

の健康は自分でつくる」という意識を持ち、ライフステージ（※19）に応じ

た健康に関する情報収集、食育などの健康教育、軽スポーツの実践などを通じ

て、健康づくりに取り組んでいくことが重要です。 

そのためには、子どもの頃から「健康づくりへの意識づけ」に関する教育が

必要であるとともに、当市の恵まれた自然環境や温泉などの地域資源を活用し

て誰もが手軽に取り組める健康づくり活動の環境を整備することや、適切な医

療や保健サービスを受けられる体制を確保することが必要となっています。 

特に、次代を担う子どもたちが健やかに育つことができるように、母子保健

の充実が重要です。 

また、多様な医療需要に応えるため、市民がいつでも適切な医療サービスを

受けられる地域医療体制の確保や緊急医療体制の整備も必要です。 

 

【取り組み】 

（１）健康づくり意識の確立 

「自分の健康は自分でつくる」という自己管理意識をライフステージに

応じて広めるとともに、登別市健康増進計画「健康のぼりべつ２１」に基

づき、健康を支える環境づくりを推進します。 

また、生活習慣病予防を目的とした健康教室や食を通じた健康づくりで

ある「食育」の推進、保健所や食生活改善推進員と連携した食生活に関す

る情報・学習機会の提供、健康通信「きらり」による健康づくり意識の普

及啓発などを通じて、市民の健康づくりを支援します。 

特に、健康づくりには、子どもの頃からの意識づけと実践が重要である

ことから、学校や家庭などと連携し、健康づくりに関する情報提供と意識 

の醸成に取り組みます。 

※19 ライフステージ（生涯各期） 

人間の一生における年代ごとの段階のこと。乳・幼児期（0～5 歳）、学齢期（6～15歳）、青

年期（16～29 歳）、壮年期（30～44歳）、中年期（45～64歳）、高齢期（65 歳以上）に区分し

ている。 
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（２）保健予防活動の充実 

市民が生涯にわたり心身の健康を維持するためには、その人のライフス

テージ（※19）に応じた保健予防活動を充実させる必要があります。 

母子保健に関しては、妊産婦の保健指導、新生児の訪問指導、母子歯科

保健、乳幼児健診、各種相談体制などの充実を図ります。 

成人保健に関しては、各種健診、健康教育などの充実により、生活習慣

病の予防を図ります。 

また、日常における運動の大切さを啓発するとともに、市民や関係機関

と協働し、豊かな自然環境や温泉などの地域資源を活用した心身リフレッ

シュ活動の仕組みづくりに取り組みます。 

更に、感染症（伝染病、エイズ、エキノコックス症など）についても、

知識の普及啓発、予防接種の情報提供や勧奨による接種率向上などにより、

予防医療の充実を図ります。 

（３）地域医療の充実 

市民が安心して暮らせるようにするため、病院や診療所を地域ごとで連

携させ地域医療のネットワークを進め、患者が、病気の種類や症状に応じ

て適切な医療機関で受診できる体制整備を図るとともに、救急医療施設相

互の連携などにより、一次、二次に至る総合的な救急医療体制を整備する

など、市民の命を守る施策を推進します。 

 

【それぞれの取り組み】 

◆市民 

●健康教室や講演会などに積極的に参加し、健康づくりに関する情報収集と意

識の向上を図ります。 

●家庭における看護方法や正しい応急処置法を身につけます。 

●家庭内において、食事で重要な噛むことの習慣化を図ります。 

●食生活の改善や運動などを行い、生活習慣病の予防に努めます。 

●定期的に健康診査や歯科検診を受診して、自らの健康チェックや歯周病予防

に努めます。 

●心の健康維持のため、趣味や地域活動などの生きがいづくりに努めます。 

●かかりつけ医を持ち、日常の体調管理に努めます。 

●隣近所や同世代などの気軽に集まることができる仲間同士でウォーキング

（散歩）や体操などを行い、運動の習慣化に努めます。 

●心身のリフレッシュを図るため、家族や仲間同士で温泉や豊かな自然を活用

した健康づくり活動に努めます。 
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◆事業者 

●従業者に対して定期健康診断を実施します。 

●サービス利用者やその家族に対し、専門的見地から、日常の看護方法や緊

急時の応急処置法に関する助言や、食育の大切さについての啓発に努めま

す。 

●健康教室や講演会などに参画し、市民の健康づくり意識の啓発に努めます。 

●温泉や豊かな自然を活用した健康づくり活動に対し、助言や機会提供に努め

ます。 

 

◆社会福祉協議会 

●食生活や健康づくりに関する活動を行っているボランティア団体の支援に

努めます。 

●地域において、体操や運動を通じた健康づくりを行っているふれあい・い

きいきサロン（※9）の活動を支援します。 

 

◆市（行政） 

●「健康通信きらり」の発行や健康教室、講演会などの開催により、健康づく

り意識の普及啓発に努めます。 

●ライフステージ（※19）に応じた健康教育の充実に努めます。 

●ウォーキング（散歩）や軽体操の実践を含めた健康教室などを活用し、日常

における運動の大切さを啓発します。 

●食育に関する講話や調理実習などを通じて、バランスの取れた食生活に関す

る助言や栄養相談などを行います。 

●各種がん検診や健康診査等を実施し、生活習慣病の早期発見、早期治療を推

進し、重症化予防を支援します。 

●心の健康を維持するため、悩みやストレスの解消方法について、普及啓発を

行います。 

●市民の安心・安全を確保するため、地域医療、各種検診事業及び訪問指導の

充実に努めます。 

 ●急な発病などに対応するため、救急救命体制の整備に努めます。 

 ●温泉や豊かな自然環境を活用した健康づくり活動に、誰もが手軽に参加で

きる環境整備に努めます。 

●発病を予防する「一次予防」に重点を置いた登別市健康増進計画「健康のぼ

りべつ２１」に基づいた健康づくりに取組みます。 
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４ やさしさに満ちたまちづくり 

【基本的な考え方】 

地域福祉では、個性や価値観を認め合う住民相互の連帯が必要です。例えば、

健常者にとっては支障と感じられない事柄であっても、そうでない人たちにと

っては生活に不便を感じたり、孤独感などの悩みを抱えたりすることが尐なく

ありません。 

このような意識の違いは、時として無関心につながり、お互いの気持ちがま

すます離れてしまい、孤立を生む原因になりかねません。福祉のまちづくりの

ためには、地道にお互いの立場を知り、理解して認め合いながら支え合ってい

くことが大切です。 

特に、障がいに対する無理解や誤解から生じる差別や偏見が無くなったとは

言いがたい現状にあります。すべての人から「心の障壁」を取り除いてノーマ

ライゼーション理念（※3）を浸透させていくためには、各種の広報・啓発活

動の充実を図るとともに、幼尐期からの福祉教育、地域や関係機関等と連携し

た特別支援教育、ボランティア活動などを通じて、障がいのある人とない人と

のふれあいを促進していくことが大切です。 

障がいのある人や障がいがあると思われる人で日常生活に何らかの支援が

必要な人が、地域で安心・自立して暮らしていくためには、お互いの人格と個

性を尊重した地域社会の実現が必要となります。 

そのためには、行動の妨げになる施設構造の解消、障がい状況に対応した住

居等の確保、就労や訓練の場の確保、社会参加の機会が尐ないことや情報の発

信・収集手段が限定されていることへの対応、医療支援や相談体制の確立など、

多くの課題に地域社会が連携・協働して取り組んでいく必要があります。 

また、地域では住民相互のつながりが希薄になってきており、お祭りなどの

地域行事やボランティア活動などへの参加者も減尐している状況が見受けら

れることから、住民相互に支え合う関係を築いていくことができる機会の充実

と場の確保など、地域活動への参画や参加者増加につながる新たな仕組みづく

りが必要です。 

更に、障がいのある人の権利擁護を図るため、障がい者（児）の虐待防止や

養護者に対する支援などの体制整備に取り組んでいく必要があります。 

 

【取り組み】 

（１）障がい者（児）への理解 

障がいのある人もない人も等しく生活できる地域社会を実現するため

には、障がいのある人の人格と個性が尊重され、地域で自立した生活を送

ることができるまちづくりを推進する必要があるため、市民、事業者及び

市が連携・協働し、広報紙等による各種啓発や多様な交流・ふれあい機会

の提供を図ります。 
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また、幼尐期からの福祉教育、地域や関係機関等と連携した特別支援教

育などを通じて、ノーマライゼーション理念（※3）の浸透とハートバリ

アフリー（※20）活動の理解促進を図るとともに、ユニバーサルデザイン

（※21）製品等の普及に向け、事業者への啓発に努めます。 

更に、障がい者（児）の虐待防止や養護者に対する支援などを行う体制

整備を図るとともに、障がい者虐待防止センター（※22）において虐待に

関する通報対応や相談などを行い、障がいのある人が地域で安心して暮ら

すことができるまちづくりを推進します。 

（２）障がい者（児）の自立支援 

障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる

ように在宅支援や相談支援体制を充実させ、地域福祉の担い手となるボラ

ンティアや福祉関係団体の育成と活動支援を行い、そのネットワーク化を

図るとともに、地域で自立することが困難な人に対する施策展開や新たな

支援ニーズに対応できる体制の整備を図ります。   

また、障がい者の経済的自立を目指して、事業主の理解と協力のもと就

労機会の拡充や就労訓練の場の確保などにより雇用の促進を図るととも

に、障がい者の就労を支援する各種助成制度の周知や障がい者雇用に関す

る就労相談を実施することなどにより就労支援の充実に努めます。 

更に、一般就労に就くことが困難な障がい者に対しては、就労や就労訓

練の場を提供する就労系サービス施設の充実に努めます。 

障がいのある人が地域で自立して生活するためには、住民相互の理解が

必要であることから、共生サロンや関係事業所と協力して、多様な交流・

ふれあい機会の提供に努めます。あわせて、ユニバーサルデザイン理念に

基づく公共施設や住環境の整備・改善に努めます。 

 

 

 

 

※20 ハートバリアフリー（心の障壁の除去） 

心のバリア（障壁）をなくして、お互いを尊重しあえるような、住みよいまちづくりを進めて

いこうという考え方。   

※21 ユニバーサルデザイン 

障がいの有無や高齢であることなどに関わらず、全ての人が安全かつ容易に利用できるように、

製品、建造物、生活空間及び移動手段などをデザインすること。 

※22 障がい者虐待防止センター 

平成 24 年 10 月 1 日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律」に基づき、登別市保健福祉部障害福祉グループにおいて、障がい者虐待に関する通報

の受理や、障がい者虐待の防止、相談、指導、養護者の支援などを行う機関。 
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また、障がいの重度化防止を図るためには、障がいを早期に発見して適

切な治療を行うことが重要であることから、保健・医療・学校などの関係

機関と連携して、家庭や地域での障がいに対する気付きにつながる情報提

供や各種相談を行い、障がいの早期発見と早期治療等に努めます。 

（３）障がい者（児）の社会参加の促進 

障がいのある人が自らの意思により社会活動に参加できるように、障が

い者団体等の育成と組織の活性化を図ります。 

また、市民、事業者及び市が連携して、文化・スポーツ活動の環境整備

や指導者育成、町内会等の協力による地域行事への参加呼びかけなどを行

い、障がいのある人の社会参加の促進を図ります。 

 

【それぞれの取り組み】 

◆市民 

●障がいのある人に対する思いやりの心を育みます。 

●障がいのある人の移動の妨げとなる違法な駐車や駐輪はしません。 

●講演会や行事などに参加し、障がいや障がいのある人に対する理解を深め

ます。 

●障がいのある人にとって、気軽に参加しやすい地域行事づくりに努めます。 

●障がいのある人やその家庭を見守り、相談に応じます。 

●障がいのある人とない人が連携して、地域の危険箇所の把握やバリアフリー

の度合いを確認して、その改善方策などを話し合います。 

 

◆市民（障がいのある人やその家族、障がい者関係団体） 

●障がいのある人自らが、地域行事などに参加し、地域の人と交流を図ります。 

●障がいのある人自らが、地域の人との関わりを深め、自身の個性や能力を理

解してもらうように努めます。 

●福祉サービスに関する情報の把握や制度の理解に努めます。 

 

◆事業者 

●地域の一員として、地域活動に参加します。 

●サービス従事者の資質向上を図ります。 

●ユニバーサルデザイン（※21）製品の活用や施設の整備に努めます。 

●地域住民からの情報提供や相談に応じるとともに、地域情報の収集に努めま

す。 

●障がいのある子どもが地域で安心して暮らせるよう、地域と一体となって支

援します。 

●ボランティアの受け入れを行い、ボランティア育成や活動支援に努めます。 

●訪問サービスや宅配サービスなどの提供時に利用者へ声かけを行い、利用者
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の状態変化や異変を察知した場合には、適切な関係機関へ連絡します。 

●障がいのある人と地域の人々が一緒に楽しめる行事や交流の機会づくりに

努めます。 

●福祉事業者は、サービス利用者が地域の行事に気軽に参加できるよう、情報

提供や参加支援に努めます。 

●福祉事業者は、地域の様々な行事に参画して、福祉情報の提供やサービス利

用者の現状について発信を行うことにより、福祉意識の啓発に努めます。 

●福祉事業者は、障がいのある人の生活を支援するため、専門的な立場でケア

マネジメント（※12）に参加・協力します。 

●福祉事業者は、サービス利用契約時の事前説明により説明責任を果たすとと

もに、事業所内に苦情相談窓口を設置するなどして、苦情解決体制の整備を

図ります。 

●福祉事業者は、サービス利用者の自立のため、生活や就労に関する相談に応

じるとともに、一般就労への支援に努めます。 

●福祉事業者は、社会福祉協議会や行政と情報交換を行い、情報共有に努めま

す。 

 

◆社会福祉協議会 

●広報「社協だより」、ホームページ、各種講座などあらゆる機会を通じて福

祉情報の発信に努めます。 

●相談機能の充実を図り、関係機関や行政と連携して、ワンストップ機能（※

13）を持った相談窓口を整備します。 

●ボランティア養成講座や学校での体験学習などを通じて、ボランティアの養

成やノーマライゼーション理念（※3）の普及啓発に努め、地域における福

祉活動の輪を広げていきます。 

●地域における困りごとの情報を収集し、地域の生活支援ニーズに対応したボ

ランティアの育成支援に努めます。 

●各種福祉団体に関する情報提供を行い、登別市ボランティアセンター（※8）

を中心としたネットワークづくりに取組みます。 

●障がい者団体や関係機関と協働し、多様な人々の交流とふれあいを促進し

ます。 

●町内会や関係団体と連携し、地域での見守りや支援体制の構築に努めます。 

●行政や関係機関と連携し、障がいのある人の権利擁護を促進します。 

●日常生活自立支援事業（※15）の充実を図り、障がいのある人等の判断能

力が不十分な方の日常生活を支援します。 

●障がいのある人が事業を始めたり、就職したりする際に必要とする費用につ

いて、生活福祉資金により貸付を行います。 

 



50 

 

◆市（行政） 

●障がいや障がいのある人に対する正しい理解が得られるよう、「広報のぼり

べつ」、各種講習会、福祉教育などあらゆる機会を通じて、ハートバリアフ

リー（※20）やノーマライゼーション理念（※3）の普及啓発を行います。 

●ユニバーサルデザイン（※21）理念の啓発を図るとともに、民間企業など

に対して、ユニバーサルデザイン理念に基づく製品活用や施設整備について

の普及に努めます。 

●福祉事業者のサービス体制について、情報提供します。 

●地域や関係機関などと連携して、特別支援教育の充実を図ります。 

●ハローワークなどと連携し、事業主に対し、障がい者雇用に関する各種助

成・支援制度を広報するとともに、障がいのある人が短時間就労やトライア

ル雇用など多様な形態での就労ができるよう、障がい者雇用に関する理解の

促進に努めます。 

●障がいのある人の就労訓練の場の確保や雇用促進を図ります。 

●市の事業において、障がいのある人の就労や訓練が可能となる発注内容など

について検討します。 

●障がいのある人等の日常生活を支援するため、障がい者相談支援事業所を中

心として、相談支援体制の充実を図ります。 

●障害福祉サービスなどの周知を図り、適切なサービス利用を促進します。 

 ●障がい者虐待防止センター（※22）において、障がい者の虐待防止や養護

者に対する支援などを行います。 

●障がいのある人等の日常生活に何らかの支援が必要な人の生活を支えるた

め、町内会、事業者、関係団体などと連携して、見守り体制の推進を図り

ます。 

 ●グループホーム（※23）などの生活の場については、関係団体等と連携す

るなどして確保に努めます。 

●障がいのある人を支援する障害福祉施策を、「登別市障がい者支援計画」に

基づき、着実・計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

※23 グループホーム（共同生活援助） 

  障がいのある方が共同で生活する住まいで、相談や日常生活上の援助などのサービスを提供

する施設。   
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５ 安心して子どもを生み、健やかに育つまちづくり 

【基本的な考え方】 

  尐子化は活力ある地域社会づくりにあたっての課題であり、その対策は国

にとっても、地域にとっても大きなテーマです。尐子化と子育てに関する問

題は、単に家庭の問題にとどまらず、将来の経済活動や年金等における社会

保障制度の担い手に大きな影を落とすとともに、私たちの地域社会にも影響

を及ぼすものとなっています。 

  近年の経済情勢の低迷に伴い、無職や雇用の不安定な若者が増加しており、

「経済的不安」の増大は若年者の結婚観や結婚後の家庭プランへの影響も大

きく、若年者が社会的に自立し、家庭を築き、子どもを生み育てていくこと

が難しい状況になっています。 

  今日では、ライフスタイルの多様化や女性の社会進出に伴い、男女の固定

的な役割分担意識や子育ての多くを女性に頼る生活習慣が変化しつつあり、

男女ともに子育てを担い合うことが求められています。 

また、地域においては、子どもたちが安心して遊ぶことができる空き地や

路地などの空間が減尐する一方、塾や習い事へ通う機会は増えており、子ど

も同士での遊びやふれあいの時間が減尐しています。従来、子ども同士での

遊びなどを通じて養われていた社会性や思いやりを身につける機会も尐なく

なり、そのことがいじめや不登校などの要因の一つと考えられます。 

更に、核家族化の進行により、家庭や地域の中で受け継がれてきた子育て

に関する知識や経験が次の世代に伝わらなくなり、子育ての不安や悩みを抱

えながら孤立している親が尐なくありません。出産や子育てなどの日常生活

に関する情報交換や子ども同士を含めた地域でのふれあいの機会も尐なくな

り、子育て中の家庭では適切な親子関係づくりが図れず、過保護・過干渉や

虐待などの親子関係の問題が生じやすくなっています。親だけが子育ての責

任と負担を背負い込むことがないように、親子に直接ふれる機会の多い保健

師や地域の人々が温かな一言をかけるなどの心配りや支援が必要です。 

このような現状を踏まえ、これからは、若年者の社会的自立と経済的安定

を図ることにより、子どもを生み育てる環境を整えながら、地域と家庭との

連携により、地域社会全体で子育てを支援することができるまちづくりを推

進していく必要があります。 

若年者の社会的自立と経済的安定を図るためには、地域の潜在的資源を活

用して新たなサービス提供を行う起業家育成や企業誘致、当市の基幹産業で

ある観光を軸とした複合的産業基盤の形成、地場産業の育成などによる地域

経済の活性化を通じて雇用の創出を図り、あわせて労働福祉の向上を図るこ

とで、誰もが安心して働くことができる環境づくりを進める必要があります。 

また、子育て環境の整備のためには、子育てに関する経済的負担の軽減に

取り組むとともに、地域の情報を共有して地域全体で子育て家庭に関わりを
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持ち、それぞれのニーズに対応した支援を行う場と機会が必要となります。 

地域全体で支援していくためには、住民同士の交流とふれあいが不可欠な

要素であり、支援される子どもとその家族が、支援する側である地域の人々

と日頃から交流を深めておくことが大切です。 

かつてのような交流はなかなか難しい状況にありますが、毎日のあいさつ

や子供会活動、お祭りなどの地域行事に親子で参加することなどにより、地

域の人々とふれあっていくことが大切です。 

 

【取り組み】 

（１）子育ての不安と負担の軽減 

安心して子どもを生み、育てることができる地域社会の実現に向けて、

企業誘致や地場産業の育成などの地域経済の活性化を通じて雇用の創出

を図り、若年者の社会的自立と経済的安定を図ります。 

子育て環境については、子どもが健やかに育つように、母子保健の推進

や子育て支援センターの充実を図るとともに、地域における子育てボラン

ティアの育成や子育てサークルへの支援を行います。また、子育てに関す

る相談体制や情報提供の充実に努めます。 

更に、男女が協力して家事・育児を行うという意識醸成を図るため、父

親の子育て力の向上の支援や、男性の育児休暇・介護休暇の取得に関する

普及啓発を行うことにより、男女がともに仕事と家庭を両立できる環境づ

くりを進めます。 

近年、共働き世帯の増加や核家族化などに伴い、多様な子育て環境の整

備が望まれていることから、乳幼児保育の充実、保育所・幼稚園における

保育・教育の充実及び民間活力を活用した施設整備の充実を図ります。あ

わせて、子ども同士の交流や地域でのふれあいを充実させるため、安全・

安心な居場所づくりや、子どもたちの見守りなどを行う地域ボランティア

の育成を行います。 

また、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、医療費、保育料、教

育費などの支援を行うとともに、母子家庭の自立のために、その母親に対

して、職業能力の向上や生活の安定のための支援を行います。 

（２）児童虐待の防止 

親自身のストレスや精神的な問題などから心の健康を保つことができな

くなり、児童虐待に至ることが社会問題となっていることから、虐待の防

止や早期発見のために、民生委員児童委員や関係機関と連携し、支援を必

要とする家庭、要保護児童や虐待が危惧される児童の把握に努めるととも

に、児童虐待防止マニュアルを配布して地域全体での見守り体制の充実を

図ります。 

また、関係機関で構成する登別市要保護児童対策地域協議会において、
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児童虐待に対して適切な対応策を講じるとともに、個々の事例にきめ細か

く対応するために児童虐待相談員を配置します。 

 

【それぞれの取り組み】 

◆市民 

●親子で地域行事などに参加し、地域の人々との交流を図ります。 

●子ども会活動や子育て広場などに参加し、親同士や高齢者などとの多様な交

流を通じて、仲間づくりに努めます。 

●子育てをしている人は、子育てサークルへの加入などにより気楽に話し合え

る仲間を作り、悩み事を一人で抱え込まずに早目に相談します。 

●日頃から、親子で地域との関わりを持ち、「地域のこども」として認識して

もらうように努めます。 

●子育てをしている人が身近にいる場合、気楽に話し相手になり、子育てに関

する知識や情報を交換するようにします。 

●登下校の時間帯に合わせて買い物や散歩などを行い、地域で子どもたちを見

守ります。 

●何らかの支援が必要な家庭や要保護児童のいる家庭を見守ります。 

●子育て支援センターを中心とする子育てネットワークに参加し、地域での子

育て支援体制づくりに取組みます。 

 

◆事業者 

●福祉活動を通じて、子育てに関する情報を地域に提供するように努めます。 

●幼稚園、保育所及び学校と連携し、多くの人が気軽に楽しむことができる交

流の機会づくりに努めます。 

●世代間交流などにより、地域の特色を生かした保育・教育内容の充実を図り

ます。 

●民生委員児童委員と連携して、要保護児童や虐待が危惧される児童の把握に

努めるとともに、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応・再発防止に努

めます。 

●育児休暇制度や介護休暇制度を積極的に活用できるよう、職場環境の整備に

努めます。 

●職業生活と家庭生活を両立するため、労働環境の整備に努めます。 

 

◆社会福祉協議会 

●「ふれあい子育てサロン」（※24）を通じて、子育てをしている人や地域の 

※24 ふれあい子育てサロン 

地域住民が運営主体となり、子育て中の親子などが気軽に集まることができる仲間づくりの

場。登別市社会福祉協議会で、活動の支援を行っている。 
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人々が子育てを楽しみながら交流し、仲間づくりを行うことができる活動を

推進します。 

●地域における子育て基盤整備のため、子育て支援の担い手を養成します。 

●子育ての支援を受けたい人と行いたい人が会員となり、子育てについて助け

合う相互援助事業（ファミリーサポートセンター事業（※25））を行います。 

 

◆市（行政） 

●子どもが健やかに育つように母子保健の充実を図るとともに、子育てに関す

る情報提供や相談を行います。 

●子どもから高齢者まで、多くの世代が気軽に楽しめる交流の機会づくりに努

めます。 

●児童館や学校などの社会資源の活用や、子育てに関する活動を行う団体など

との連携・協力により、子どもたちの居場所づくりや交流・ふれあい機会の

提供などを行い、子どもの社会性や自主性が養われる環境づくりを進めます。 

●地域でのふれあい活動や子育て支援事業をはじめとする各種事業を推進す

るとともに、子育て支援センターを中心とした関係機関などによる子育てネ

ットワークの充実に努めます。 

●子育てについて助け合う相互援助事業（ファミリーサポートセンター事業）

を推進します。 

●ファミリーサポートセンター事業における提供会員（子育ての支援を行う

方）の資質向上を図るため、講習会や交流会を行います。 

●男女が協力して仕事と子育てを両立することができるよう、市民や事業主に

対し、男女共同参画に関する意識改善や職場環境改善などの情報提供や啓発

を行います。 

●企業誘致や地場産業の育成などによる地域経済の活性化を通じて雇用の創

出を図り、若年者の社会的自立と経済的安定を図ります。 

●子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、医療費、保育料、教育費等の支

援を行います。 

●学校、幼稚園、保育所、地域住民などと連携して、地域全体で子どもを見守

る機能を充実させ、児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応・再発防止や

尐年非行防止に努めます。 

●次代を担う子どもや家庭への支援を、「登別市子ども・子育て支援事業計画」

に基づき、着実・計画的に推進します。 

 

 

※25 ファミリーサポートセンター事業 

子育て支援の輪を広げ、地域ぐるみで子育てを支援することを目的とする育児の相互援助事業。

子育て支援を受けたい方と子育てを応援したい方を会員とする。 
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６ 男女が共に参画するまちづくり 

【基本的な考え方】 

日本国憲法に個人の尊重と男女平等の理念がうたわれ、男女平等社会の実現

に向けて、様々な法律整備や制度改革が行われてきました。 

しかしながら、人々の意識の中には、性別による固定的な役割分担意識は時

代とともに変わりつつあるものの、社会的・文化的につくり上げられたジェン

ダー（※26）が依然として残っています。「男は仕事、女は家庭」というよう

な固定的な役割分担意識にとらわれず、自らの主体性と責任を持って、差別の

ない、男女が対等・平等な関係の社会を築いていくことが大切です。 

活力あるまちづくりを推進するためには、男女が多様な生き方を認め合い、

喜びも悲しみも責任も分かち合いながら、家庭、地域、職場、政策決定の場な

どのあらゆる場面で自身の能力を発揮し、活躍することができる男女共同参画

社会を実現することが必要です。 

 

【取り組み】 

（１）男女の人権が尊重される社会の実現 

長い歴史の中で培われた人々の意識や行動、社会制度や慣行の中には、

現在も性別による固定的な役割分担意識が存在しており、家庭内暴力やセ

クシャル・ハラスメント（※27）など、人権侵害や平等権の侵害が数多く

行われています。 

男女がともに人権を認めて尊重し合いながら社会の一員としての責任

を担っていくために、男女平等意識の浸透や男女共同参画に関する理解と

認識を深めるための啓発を行うことにより、家庭生活への男性の参画促進

を図ります。 

また、関係機関との連携強化を図り、配偶者・パートナーからの暴力や

人権侵害を受けている被害者からの相談・支援体制のより一層の充実に努

めます。 

（２）男女があらゆる分野に参画することができる社会の実現 

現在、家事、育児、介護などにより女性の負担が多いことなどから、政

策・方針決定の場や地域活動などに女性が参画しにくい状況にあるととも

に、女性の雇用機会や職域が限定されている状況にあります。 

 

 

※26 ジェンダー 

 生物学上の性差に対し、社会的・文化的につくり上げられた性差のこと。 

※27 セクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ） 

相手の意に反して、性的な言動によって相手に不利益を与えたり、相手が不快に感じたりする

行為のこと。 
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また、昨今の経済状況による労働環境の悪化から、ワーク・ライフ・

バランス（※28）を図りにくい現状にあり、家庭生活や地域活動にも影

響を及ぼしています。 

このことから、女性の雇用機会の拡大や職域での女性活躍推進に努め

るとともに、政策や方針決定などを行う各種審議会等への女性の登用促

進を図ります。 

あわせて、女性が地域活動や市民活動へ積極的に参画できるよう、男

女平等の観点に立った職場環境の整備についての情報提供と啓発に努め、

男女ともに安心して働き続けることができる社会の実現を目指します。 

 

【それぞれの取り組み】 

◆市民 

●性別にかかわらず、地域活動や市民活動への参加に努めます。 

●男女共同参画に関する講演会や講座などの行事に参加することに努めます。 

●家庭内の家事、育児、介護などにおいて、性別による固定的な役割分担意識

の解消に努めます。 

●性別にかかわらず、地域に暮らす一人ひとりが互いの人権を尊重し合いなが

ら、社会の一員として男女平等社会の実現に努めます。 

●行政や各種団体における政策・方針決定の場である各種審議会等に、性別に

関わらず、参画することに努めます。 

●配偶者・パートナーへの暴力や権利侵害を防止するため、民生委員児童委員

や警察などの関係機関と連携し、地域での見守り、情報収集・提供及び啓発

活動に努めます。 

 

◆事業者 

●男女が安心して働き続けることができる社会の実現に努めます。 

●男女平等の観点に立った職場環境の整備を図ります。 

●非正規雇用者の権利確保のため、労働環境の整備を図ります。 

●男女ともに育児休暇制度や介護休暇制度を積極的に活用できるよう、制度の

普及を図ります。 

●職場におけるセクシャル・ハラスメント（※27）を防止するための啓発活

動を推進します。 

●男女ともに職業生活と家庭生活を両立できるように、ワーク・ライフ・バラ

ンスを尊重した労働環境の整備に努めます。 

 

※28 ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させられるように職場や社会環境を

整えること。 
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◆社会福祉協議会 

●地域活動や市民活動の機会提供に努めます。 

●家庭を支援することにより誰もが社会参加できる環境づくりに努めます。 

●子育て支援者の養成や地域における子育て支援者の確保を図り、誰もが社会

参加できる環境づくりに努めます。 

 

◆市（行政） 

●男女平等意識の浸透や男女共同参画に関する理解と認識を深めるための情

報の収集・提供や、啓発活動に努めます。 

●地域活動や社会活動への男女の積極的な参加を促進するため、意識づくりや

環境の整備に努めます。 

●女性の職域拡大に努めるとともに、行政における政策や施策決定の場への女

性の参画を図ります。 

●男女ともに安心して働き続けることができるように、ニーズに対応した子育

て支援の充実を図ります。 

●女性の職業能力開発のための環境整備の促進に努めるとともに、再就業や起

業を目指す女性への情報提供や支援に努めます。 

●関係機関と連携し、配偶者・パートナーからの暴力を受けている被害者に対

応する相談体制や支援体制の充実に努めます。 

●男女共同参画社会の実現を目指し、「登別市男女共同参画基本計画（愛称：

のぼりべつ･はぁもにぃプラン２１）」を着実・計画的に推進します。 
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７ 安全で安心して暮らせるまちづくり 

【基本的な考え方】 

子どもも高齢者も、障がいのある人もない人も、誰もが地域の一員として共

に支え合う社会を築き上げることが「安全で安心して暮らせるまちづくり」に

は必要です。 

しかし、近年、核家族化や個人の価値観の多様化などから、隣近所との付き

合いはやや薄れ、地域社会の絆が希薄になってきている現状にあります。 

このような地域社会の形成と、犯罪の増加や凶悪化などの懸念すべき事態と

は無関係とは言えません。普段の何気ない付き合いが地域社会における相互の

見守りにつながっていた時代から、相互の無関心が様々な犯罪を抑制できない

時代へと、私たちを取り巻く環境は移り変わっていることを認識する必要があ

ります。 

また、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災における被害は私たち

に大きな衝撃を与え、いざという時の備えの大切さと防災に関する課題を突き

つけました。 

市民は、「自らの身の安全は自ら守る」ことが防災の基本であるとの自覚を

持ち、平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害発生時には、互

いに協力して被害の防止・軽減に努めることが重要です。 

いつでもどこでも起こりうる災害による人的被害や経済的被害を軽減する

ためには、「個人の防災意識」「防災訓練への参加」「防災マップ」についての

認識を常に持つことが大切です。 

市は、市民や関係機関などと連携・協働し、支援が必要な人に対する防災体

制の構築を進めますが、災害時には、地域住民や町内会などが中心となって対

応にあたることも必要となります。 

尐子高齢化や核家族化の進行が世の中の政治・経済に影響を及ぼしているこ

とは否定できませんが、私たちは自らの責任と権利の中で、政治や経済に関心

を持ちながら「暮らしやすいまちづくり」に参画する必要があります。 

また、生活基盤の弱い立場にある人に対しては、生活不安や孤独死などが生

じないように、生活困窮者自立支援制度をはじめとする生活相談制度や職業訓

練制度などを適切に活用しながら、生活の安定と経済的自立を図る必要があり

ます。 

更に、犯罪への対応には、警察による防犯対策とともに、日常生活における

隣近所の付き合いなどを通じた地域の連帯による見守りや防犯力向上が大切

です。そのような地域の連帯は、災害時における避難対応にあたっても必要と

なります。 

地域ぐるみで安全を守り育て、情報を共有し、支え合いや助け合いを行って

いくことが重要です。 
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【取り組み】 

（１）自立した暮らしへの支援 

市は、町内会、民生委員児童委員及び関係機関との連携により、低所得

や病気療養、社会的孤立等で経済的に困窮するなどの生活上の問題を抱え

ている人に対し、生活困窮者自立支援制度をはじめとする生活相談制度や

職業訓練制度などを活用して、生活の安定と経済的自立の支援に努めます。 

（２）総合防災体制の整備 

市は、関係機関の協力のもと、地域防災計画の見直しを適宜行うととも

に、防災訓練や災害ごと（火山、土砂、洪水、津波）のハザードマップの

有効活用を図りながら、万が一の災害に備えた心構えなどの普及啓発に努

めます。 

（３）地域ぐるみでの見守り・防犯体制の整備 

犯罪や尐年非行の無い明るく住みやすい地域社会の実現を目指すため

に、警察による防犯対策とともに、関係機関や団体との連携を図り、各種

啓発運動や防犯灯の設置、空家等の適正管理による犯罪誘発防止に努める

ほか、町内会などと協働し、地域の連帯に基づく見守りや防犯力の向上に

努めます。 

 

【それぞれの取り組み】 

◆市民 

＜生活の支援について＞ 

●日頃から、計画的に将来を見つめながら、自立した生活を心がけます。 

●町内会活動やふれあい・いきいきサロン（※9）活動などを通じて、連帯

を深めながらお互いの見守りに努め、近所の人の様子が普段と異なるとき

には、速やかに町内会や民生委員児童委員などに情報を提供するようにし

ます。 

＜防災について＞ 

●関係機関と協力しながら、防災マップを活用して災害別の避難方法（危険

箇所や避難所など）や家族との連絡方法などを確認します。 

●飲料水や食糧等を備蓄し、携帯ラジオや懐中電灯などの非常持ち出し品を

準備します。 

●地震や風水害などに備え、住宅の点検・補修や家具の固定などに努めま

す。 

●住宅用火災警報機の設置や火気器具の点検などを行います。 

●行政や地域で行う防災訓練や防災学習会などに参加することに努めます。 

●日頃の近所付き合いの中から、災害時に協力し合い、助け合うことができ

る体制整備に努めます。 

●避難所での自主的な活動など、防災機関と連携した応急対策に協力します。 
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●地域の被災状況を把握して防災機関に通報するとともに、地域の人々に被

災状況を伝達して避難誘導や支援に努めます。 

●防災ボランティア活動への参加や支援に努めます。 

＜防犯について＞ 

●防犯のための地域活動への理解と参加に努めます。 

●声かけやあいさつを通じ、地域で「顔の見える」関係を築き、地域の連帯

に基づく防犯力の向上に努めます。 

 

◆事業者 

＜生活の支援について＞ 

 ●従業者が充実した職業生活と家庭生活を送ることができるように、福利厚

生の充実に努めます。 

＜防災について＞ 

●来客や施設利用者に対して、災害情報の提供、避難誘導、救助活動など

を行います。 

●防災ボランティア活動への参加や支援に努めます。 

●法令を遵守した災害時の行動マニュアルを作成し、各自の役割分担を明確

にし、防災体制の整備に努めます。 

●法令を遵守した防災訓練や避難訓練を定期的に行うとともに、職員に対す

る防災教育を行います。 

●福祉事業者は、日ごろから法令の遵守と防災意識の啓発に努め、災害時に

は、サービス利用者などに対して適切な安全確保策を行えるよう、その家

族や介護者などと情報共有し、連携するように努めます。 

●福祉事業者は、その専門性を生かして、災害時に高齢者や障がいのある人

などに配慮した支援ができるよう、体制づくりに努めます。 

＜防犯について＞ 

●資材置き場などの暗がり解消に努めて防犯環境を整備するとともに、所

有する施設への他者の立ち入りに配慮し、事故防止に努めます。 

 

◆社会福祉協議会 

＜生活の支援について＞ 

●見守りや相談体制の充実のため、町内会などの関係機関と連携して、小地

域ネットワーク活動（※6）を推進します。 

●経済的支援が必要な人の自立更生のため、民生委員児童委員と連携しなが

ら、生活福祉資金の貸付を行います。 

●町内会や民生委員児童委員などと連携を図りながら、見守り体制の充実に

努めます。 
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＜防災について＞ 

 ●高齢者や障がいのある人など、災害時に支援を必要とする人の視点に立

った防災研修会を開催し、地域の防災力の向上に努めます。 

 ●災害時を想定した、住民による炊き出し訓練などの支援を行います。 

 ●災害時には、関係機関や行政と連携し、円滑なボランティア活動の推進

を図るとともに、災害に備え、災害ボランティアセンター（※29）運営

に係る整備に努めます。 

 

◆市（行政） 

＜生活の支援について＞ 

●経済的に困窮している低所得者や生活上の問題を抱えている人に対し、民

生委員児童委員や関係機関と連携し、生活困窮者自立支援制度をはじめと

する生活相談制度や職業訓練制度などを活用して、生活の安定と経済的自

立を支援します。 

●社会福祉協議会、町内会、福祉関係団体などと連携し、地域での見守り体

制を推進します。 

＜防災について＞ 

●市民への正確かつ迅速な防災情報等の提供に努めます。 

  ●災害発生に備えて防災意識の啓発を行うとともに、市民や事業者などと

連携し、障がい者や高齢者に配慮した支援体制づくりに努めます。 

●災害別の防災マップを作成・配布し、危険箇所や避難所を広報します。 

●災害時の備蓄食糧と備品の整備を図ります。 

●災害の際には、災害予防、応急対策、災害復旧などの防災業務全般にわた

る具体的事項を定めた「登別市地域防災計画」に基づき、関係機関と連携

を図りながら、防災に努めます。 

●市職員に対し、防災に関する知識や技能の習得などの防災教育を行います。 

●市民や関係機関と連携し、定期的に総合防災訓練を実施します。 

＜防犯について＞ 

●街路灯の設置に努めるほか、町内会による防犯灯の設置等、地域での安全

な生活環境づくりを支援します。 

●警察署と連携して、防犯情報の共有を図ります。 

●具体的な犯罪発生情報の提供に努め、防犯意識や被害予防意識の啓発に努

めます。 

●防犯上の問題がありそうな施設・設備や公的場所・私的場所などを把握

し、町内会などの関係機関と連携しながら、防犯環境の整備に努めます。 

 

※29 災害ボランティアセンター 

 災害時のボランティア活動を効率よく調整するための組織。 
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第６章 計画実現のために 

１ 計画内容の周知 

  市民一人ひとりが地域における支え合いの重要性や地域福祉の考え方を理

解して、本計画に掲げる「それぞれの取り組み」を実践し、継続していくこ

とができるように、市は、広報紙やホームページなどで本計画の内容を公表

するとともに、各種行事などの機会を活用して、計画内容を周知・啓発して

いきます。 

 

２ 関係機関や市民との連携・協働 

  地域福祉に関わる施策分野は、福祉、保健、医療の分野だけではなく、教

育、就労、住宅、交通、環境など多岐に渡っていることから、市は、各種関

係機関と連携を図りながら、本計画を推進していきます。 

また、市は、社会福祉協議会、町内会、民生委員児童委員、福祉事業者、

ボランティア団体などと連携を図りながら、協働して、地域福祉を推進して

いきます。 

  更に、市は、地域で様々な活動を行っている方々や各種サービスを利用し

ている方々などの意見を伺いながら、市民との協働により、地域福祉の推進

に取り組んでいきます。 

 

３ 計画の推進体制 

  市は、本計画の推進にあたっては、「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業

計画」、「障がい者支援計画」、「子ども・子育て支援事業計画」、「健康増進計

画」及び「男女共同参画基本計画」を、本計画の基本方針に基づく「実施計

画」（※30）とします。 

また、市は、本計画の推進のために、市民や福祉関係者などで構成する「登

別市福祉のまちづくり推進委員会」を設置し、地域課題の把握・集約に関す

る検討や本計画の進捗状況の検証などを行うこととします。 

   

  

 

 

 

 

 

 

※30 実施計画 

具体的な施策や事業名称が記載され、数値目標をもった「計画」のこと。 
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第７章 資 料 編 

１ 用語の説明 

※１ 生活困窮者自立支援法 

  平成２７年４月から施行され、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強

化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施や住宅確保給付

金の支給等の支援を行うための所要の措置を講ずる法律。 

※２ 登別市地域福祉実践計画（愛称「きずな」）  

  全市的な取組みをまとめた全市計画と、市内８小学校区ごとの取組みをま

とめた小学校区計画からなり、社会福祉法人登別市社会福祉協議会が策定し

ている５か年の計画。 

※３ ノーマライゼーション理念 

高齢者や障がい者などを施設に隔離せず、助け合いながら、すべての人が

共に暮らしていくことが正常な社会のあり方であるとする考え方。本計画で

は、すべての人が、地域の一員として「共に支え」・「共に歩む」という考え

方としました。 

※４ 地域包括支援センター 

 高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成１８年度から新設さ

れた拠点。保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、介護予防、

権利擁護、総合相談支援などの事業を行っている。市内には、あおい（愛桜）、

ゆのか、「けいあい」の３箇所がある。 

※５ 家族の時間づくりプロジェクト 

親子のコミュニケーションの場や機会を増やす事を目的に、平成２５年度

から実施しているプロジェクト。市内の全小・中学校が暦にない独自の３連

休を創出し、連休期間には市内のテーマパークや公共施設の割引制度等を設

けている。 

※６ 小地域ネットワーク活動 

  町内会を基盤として、住民の参加と協力により、同じ地域の中で支援が必

要な方々の生活を見守り、支え合い・助け合いを行う活動。登別市社会福祉

協議会で、活動の支援を行っている。 

※７ きずな推進委員会  

市内８小学校区に設置されている校区推進委員会と、ボランティア団体や

地域包括支援センターなどの専門職により構成されている専門委員会とで組

織されている。 
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※８ 登別市ボランティアセンター  

  ボランティア活動をしたい人と受けたい人が対等な立場で関わり、ボラン

ティア本来の「共に生き、共に育ち、共に喜びを感じられる」ように、ボラ

ンティア活動に関する相談や活動をしたい人と受けたい人との調整などを行

う機関。 

※９ ふれあい･いきいきサロン 

地域住民が運営主体となり行う、地域で生活している高齢者等が気軽に集ま

ることができる仲間と生きがいづくりの場。登別市社会福祉協議会で、活動の

支援を行っている。 

※10 共同募金運動 

地域福祉活動を財源面から支援するために、社会福祉法に基づいて行われ

る募金運動。赤い羽根共同募金運動や歳末たすけあい募金運動などがあり、

集められた募金は地域福祉活動に助成される。 

※11 社会福祉大会 

  登別市において、福祉の発展に功労のあった団体や個人を表彰するととも

に、さらなる地域福祉の発展をめざして開催している。 

※12 ケアマネジメント 

  介護の必要な障がい者や高齢者に適切な自立計画や介護計画を立て、それ 

に従って充分なサービスを提供すること。 

※13 ワンストップサービス（機能） 

  サービス利用者などの相談者が、複数の相談窓口を移動して必要な手続き 

を行うのではなく、1 箇所の相談窓口で対応可能とするサービス（機能）。 

※14 サロンサポーター 

ふれあい・いきいきサロンを通して、介護予防等の特定の視点をもって関

わり、地域の要介護者の早期発見・早期予防を行い、高齢者の生きがいづく

り・仲間づくりの輪を広げることを目的として設置するもの。 

※15 日常生活自立支援事業 

  認知症や障がい等により判断能力が不十分な方が地域で安心して生活でき

るように福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理及び書類の預かり等を支

援する事業。 

※16 生活支援サービス 

  在宅の高齢者や障がいのある人が介護に頼らず自立した生活ができるよう

支援するためのサービスであり、外出支援サービスや配食サービスなどがあ

る。 
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※17 成年後見制度 

  認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力の不十分な 

方を支援する制度。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・ 

保佐人・補助人）が本人の利益を考えながら、代理として契約等の法律行為 

を行うなどして、本人を保護・支援する制度。  

※18 地域包括ケアシステム 

   地域において、保健・医療・介護・福祉の関係者が連携・協力して、高齢 

者のニーズに応じて一体的、体系的にサービスを提供する仕組み。 

※19 ライフステージ（生涯各期） 

人間の一生における年代ごとの段階のこと。乳・幼児期（0～5歳）、学齢期

（6～15歳）、青年期（16～29歳）、壮年期（30～44歳）、中年期（45～64歳）、

高齢期（65歳以上）に区分している。 

※20 ハートバリアフリー（心の障壁の除去） 

  心のバリア（障壁）をなくして、お互いを尊重しあえるような、住みよい

まちづくりを進めていこうという考え方。   

※21 ユニバーサルデザイン 

  障がいの有無や高齢であることなどに関わらず、全ての人が安全かつ容易

に利用できるように、製品、建造物、生活空間及び移動手段などをデザイン

すること。 

※22 障がい者虐待防止センター 

  平成 24 年 10 月 1 日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に

対する支援等に関する法律」に基づき、登別市保健福祉部障害福祉グループ

において、障がい者虐待に関する通報の受理や、障がい者虐待の防止、相談、

指導、養護者の支援などを行う機関。 

※23 グループホーム（共同生活援助） 

  障がいのある方が共同で生活する住まいで、相談や日常生活上の援助など

のサービスを提供する施設。   

※24 ふれあい子育てサロン 

 地域住民が運営主体となり、子育て中の親子などが気軽に集まることがで

きる仲間づくりの場。登別市社会福祉協議会で、活動の支援を行っている。 

※25 ファミリーサポートセンター事業 

  子育て支援の輪を広げ、地域ぐるみで子育てを支援することを目的とする

育児の相互援助事業。子育て支援を受けたい方と子育てを応援したい方を会

員とする。 

※26 ジェンダー 

生物学上の性差に対し、社会的・文化的につくり上げられた性差のこと。 
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※27 セクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ） 

相手の意に反して、性的な言動によって相手に不利益を与えたり、相手が

不快に感じたりする行為のこと。 

※28 ワーク・ライフ・バランス 

  「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させられるよう

に職場や社会環境を整えること。 

※29 災害ボランティアセンター 

  災害時のボランティア活動を効率よく調整するための組織。 

※30 実施計画 

 具体的な施策や事業名称が記載され、数値目標をもった「計画」のこと。 
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２ 登別市福祉のまちづくり検討委員会設置要領 

（目的） 

第１条 登別市福祉のまちづくり条例（＊）（以下「条例」という。）及び登別市

地域福祉計画（以下「計画」という。）の制定にあたり、広く市民の意見を反

映させるため、「登別市福祉のまちづくり検討委員会」（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員２０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）福祉関係者 

（２）教育関係者 

（３）経済関係者 

（４）本市に居住する２０歳以上の公募した市民 

（５）その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、条例及び計画が策定されるまでとする。ただし、補欠の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（職務） 

第３条 委員会は、条例及び計画の策定に関し、必要な検討、協議を行い、市

長に条例及び計画の制定に係る意見具申をする。 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は会を代表し、会務を総理する。 

３ 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。 

（会議） 

第５条 会議は、会長が召集し、会議の議長となる。 

（部会） 

第６条 委員会は、条例及び計画の策定に係る部会を、必要に応じ置くことが

できる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、保健福祉部社会福祉グループにおいて処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

この要領は、平成２３年１月２１日から施行する。 

 

（＊）「登別市福祉のまちづくり条例」という名称は、検討段階における仮称であり、正式

な名称を「登別市ぬくもりある福祉基本条例」として制定した。 
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３ 「登別市福祉のまちづくり検討委員会」委員名簿 

 氏  名 所   属 備   考 

 会長 田渕 純勝 登別市連合町内会 

福祉関係者 

副会長 千葉 一男 登別市民生委員児童委員協議会 

委員 

内藤  繁 社会福祉法人登別市社会福祉協議会 

鳴海 文昭 登別市連合町内会 

本巣 松美 登別市老人クラブ連合会 

今  順子 登別市障害者福祉関係団体連絡協議会 

千葉 円哉 登別市私立幼稚園協会 
教育関係者 

松本 敦夫 登別市校長会 

貝澤 輝子 登別商工会議所 
経済関係者 

吉田 武史 一般社団法人登別観光協会 

北村 宏志 
登別市民 公募委員 

水戸部 理恵 

 外崎  亮 日本工学院北海道専門学校 

公務員学科 
オブザーバー 

布谷 政貴 

 

 ４ 各種会議開催日一覧 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 開催日 内容 

第１回 平成２７年 ９月２９日 

委嘱状交付 / 委員長・副委員長選出 

計画の概要 / 現行計画の検証案 

計画策定スケジュール 

ニーズアンケート概要 

第２回 平成２７年１１月３０日 アンケート集計結果 / 内容の検討 

第３回 平成２７年１２月２８日 意見公募案検討 
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５ 登別市ぬくもりある福祉基本条例 

 

登別市ぬくもりある福祉基本条例 

 

市民一人ひとりが住み慣れた地域で、互いの人格と個性を尊重しながら、共

に生きるという意識は、まちづくりの基本です。 

子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、女性も男性も、そして

登別を訪れる人も、共に支え合う地域社会を目指し、差別や偏見のないぬくも

りある福祉社会を築き上げることが私たち市民の願いです。 

しかし、私たちの住む地域社会における課題としては、尐子高齢化や核家族

化の進展及び価値観や生活様式の多様化等による人と人とのつながりの希薄化、

経済情勢の低迷や雇用環境の悪化等による経済的な不安や社会保障に対する不

安等が挙げられます。 

このような様々な課題に対応していくためには、行政による対象者ごとの公

的サービスに加え、市民一人ひとりが人権と価値観を尊重して思いやりの心を

持ち、地域で何らかの支援が必要な人たちを市と市民との協働により支え合う

仕組みをつくり、市民誰もが自分らしい生活を送ることができる心の通い合う

地域社会を築いていくことが求められます。 

そのためには、市は、現状と将来を見据えて、福祉教育の充実や交流の促進

等によりノーマライゼーション理念の普及啓発を図るとともに、福祉を支える

人材や組織の養成及び財源確保等に努める必要があります。一方、市民は、地

域に関心を持ち、地域のことを知り、地域で支え合う活動を行うことが必要と

なります。 

私たちは、このような考え方に立って、それぞれの役割を自覚し、共に力を

合わせて福祉のまちづくりに取り組むため、この条例を制定します。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、その基本理念及び基本的事項

を定めるとともに、市民、事業者及び市の役割を明らかにすることにより、

福祉のまちづくりを市民、事業者及び市が協働で推進し、市民誰もが安心し

て暮らすことができる地域社会を築くことを目的とする。 

 （基本理念） 

第２条 福祉のまちづくりの基本理念は、次に掲げるものとし、市民、事業者

及び市は、この理念に基づき、協働して福祉のまちづくりの推進に努めなけ

ればならない。 

（１）市民は、地域社会の一員として尊重され、生涯を通じて自らの尊厳を保

ち、互いに認め合いながら自立していくよう努めなければならない。 

（２）事業者は、地域社会の一員として自己の能力を発揮し、互いに協力して、
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誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に努めなければならな

い。 

（３）市は、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、公平

性及び公益性に重きを置き、必要な施策を総合的かつ効果的に実施するよ

う努めなければならない。 

（４）市民、事業者及び市は、行動を妨げる偏見等の心理的障壁や建物等にお

ける物理的障壁の除去に取り組み、市民が自らの意思で自由に行動し、社

会参加できる環境づくりの推進に努めなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）福祉のまちづくり すべての市民が互いの人権と価値観を尊重し、地域

社会の一員として自己の能力を発揮することにより、共に支え合い助け合

いながら自立した生活を送ることができ、自らの意思で地域社会づくりに

参加し、誰もが安全に安心して暮らし、又は訪れることができるまちづく

りをいう。 

（２）市民 市内に在住し、若しくは通勤若しくは通学する個人又は団体をい

う。 

（３）事業者 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人をいう。 

（４）障がい者、高齢者等 障がい者、高齢者、妊産婦その他の日常生活又は

社会生活において制限を受ける者をいう。 

（５）公共的施設 病院、百貨店、ホテル、飲食店、学校、共同住宅、道路、

公園その他の多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。 

（６）公共的車両等 一般旅客の用に供する鉄道の車両、自動車、航空機等で

規則で定めるものをいう。 

（７）公共的工作物 信号機、バスの停留所その他の多数の者の利用に供する

工作物で規則で定めるものをいう。 

（８）公共的施設等 公共的施設、公共的車両等、公共的工作物及び住宅（共

同住宅を除く。）をいう。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、福祉の

まちづくりについて理解を深め、積極的に取り組むとともに、互いに協力し

て福祉のまちづくりに寄与するよう努めなければならない。 

２ 市民は、生涯を通じて自らの尊厳を保ち、互いを尊重しながら、自立して 

いくよう努めなければならない。 

３ 市民は、誰もが安全かつ円滑に公共的施設等を利用することを妨げてはな

らない。 

４ 市民は、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努め
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なければならない。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、地域社会の一員である

ことを自覚し、事業者としての専門性を活かして福祉のまちづくりに積極的

に取り組むとともに、互いに協力して福祉のまちづくりに寄与するよう努め

なければならない。 

２ 事業者は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等について、すべての人

が安全かつ容易に利用できるよう、その整備に努めなければならない。 

３ 事業者は、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努

めなければならない。 

 （市の責務） 

第６条 市は、市民及び事業者の参加と協力のもとに、公平性及び公益性に重

きを置き、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及

び実施するよう努めなければならない。 

２ 市は、福祉のまちづくりに関する施策に、市民及び事業者の意見を反映す

るよう努めなければならない。 

３ 市は、市民及び事業者の福祉のまちづくりに関する活動に対し、必要に応

じて支援及び協力するよう努めなければならない。 

４ 市は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等について、すべての人が安

全かつ容易に利用できるよう、その整備に努めなければならない。 

５ 市は、福祉のまちづくりのために広域的な取組を必要とする施策について、

国及び北海道その他の地方公共団体（以下この項において「国及び北海道等」

という。）と連携して、その推進に努めるとともに、必要に応じて国及び北

海道等に対し、制度の改善その他必要な措置を要請するものとする。 

 （施策の基本方針） 

第７条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、果たすべき責務を認識し、福祉

のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものと

する。 

（１）市民一人ひとりが地域社会の一員として尊重され、自己の能力を発揮し、

共に支え合い助け合って、誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進 

（２）市民一人ひとりが自立し、自由に社会参加することができるまちづくり

の推進 

（３）市民及び事業者がその果たすべき責務を認識し、自主的かつ積極的に参

画することができるまちづくりの推進 

（４）市民、事業者及び市が互いに協力及び連携し、一体となったまちづくり

の推進 

 （情報の提供） 

第８条 市は、市民及び事業者が福祉のまちづくりに関して理解を深め、自発
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的に活動することを促進するため、必要な情報及び学習機会の提供に努める

ものとする。 

２ 市は、市民及び事業者と連携し、福祉のまちづくりに関する情報共有に努

めるものとする。 

 （推進体制の整備） 

第９条 市は、市民及び事業者と互いに協力及び連携し、福祉のまちづくりを

推進するための体制を整備するものとする。 

 （財政上の措置） 

第１０条 市は、福祉のまちづくりを推進するために、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 （意識の啓発） 

第１１条 市は、すべての市民が互いの人権を尊重し、思いやりのある福祉の

心の醸成及びノーマライゼーション理念の浸透が図られるよう、地域福祉を

推進する団体と連携し、啓発に努めるものとする。 

２ 市民及び事業者は、支え合いの大切さを理解し、自らきずな意識を高める

よう努めるものとする。 

（福祉教育の充実） 

第１２条 市は、幼児教育、学校教育、社会教育等の機会を通じて、思いやり

のある福祉の心を育むために、地域福祉を推進する団体と連携し、福祉教育

の充実に努めるものとする。 

２ 市民及び事業者は、福祉活動を実践するために、福祉教育に積極的に参加

するよう努めるものとする。 

 （交流の促進） 

第１３条 市民、事業者及び市は、互いを尊重しながら、福祉のまちづくりに

関して理解を深められるよう、多様な交流の促進に努めるものとする。 

２ 市は、市民及び事業者が交流を通じて福祉活動の大切さを理解し、福祉活

動を実践できるよう、必要な情報及び機会の提供に努めるものとする。 

 （男女共同参画社会の形成） 

第１４条 市民、事業者及び市は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律

第７８号）の基本理念に基づき、社会のあらゆる分野において男女共同参画

社会の形成促進に努めるものとする。 

 （就業機会の促進） 

第１５条 事業者及び市は、障がい者、高齢者等がその能力に応じ、就業の機

会が得られ、その職業の安定が図られるよう、必要な支援に努めるものとす

る。 

２ 事業者及び市は、障がい者の雇用機会を確保するとともに、職場環境の整

備を図り、その雇用の安定に努めるものとする。 

３ 事業者及び市は、高齢者が自らの豊富な知識及び経験を活用して生きがい 
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をもって暮らせるよう、就業機会の提供に努めるものとする。 

４ 事業者及び市は、女性と男性の平等な雇用機会を確保するとともに、職場 

待遇の改善等により、職業生活の充実が図られるよう努めるものとする。 

（防災上の相互支援） 

第１６条 市民、事業者及び市は、互いに協力及び連携して、障がい者、高齢

者等の災害時の安全確保に努めるものとする。 

２ 市は、災害に備えて防災意識の啓発を行うとともに、市民及び事業者と連

携し、障がい者、高齢者等に配慮した支援体制づくりに努めるものとする。 

（防犯活動の推進） 

第１７条 市民、事業者及び市は、市民が安心して日常生活を送ることができ

るよう、互いに協力及び連携して、防犯活動の推進に努めるものとする。 

２ 市は、防犯意識の啓発を行うとともに、安全な生活環境づくりに努めるも

のとする。 

 （人権擁護意識の啓発等） 

第１８条 市民、事業者及び市は、誤解、偏見、理解不足等から生じる差別を

なくすため、互いに連携して、人権擁護意識の啓発に努めるものとする。 

２ 市民、事業者及び市は、人権擁護の意識を高め、児童又は障がい者、高齢

者等へのいじめ又は虐待、配偶者等からの暴力等の人権侵害を未然に防止す

るよう努めるものとする。 

３ 市は、児童又は障がい者、高齢者等へのいじめ又は虐待、配偶者等からの

暴力等の人権侵害の発生に際しては、関係機関と連携して情報共有を図り、

適切に対応するよう努めるものとする。 

 （地域福祉の推進） 

第１９条 市は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、この条例の理念をもとに、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

第１０７条の地域福祉計画を定めなければならない。 

２ 市は、市民及び事業者と協働して、地域福祉計画を策定しなければならな

い。 

３ 市は、地域福祉計画を策定したときは、当該計画を公表しなければならな

い。 

４ 市は、地域福祉計画について、その進捗状況を検証しなければならない。 

 （地域福祉計画に定める基本的事項） 

第２０条 市は、地域福祉計画において社会福祉法第１０７条に定めるものの

ほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）子育てに関すること。 

（２）健康増進に関すること。 

（３）障がい者福祉に関すること。 

（４）高齢者福祉に関すること。 
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（５）男女共同参画に関すること。 

（６）安全・安心な生活に関すること。 

（７）その他市長が特に必要と認めるもの 

 （委任） 

第２１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、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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６ 登別市ぬくもりある福祉基本条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、登別市ぬくもりある福祉基本条例（平成２５年条例第１

１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （公共的施設） 

第２条 条例第３条第５号に規定する規則で定める公共的施設は、別表に定め

るものとする。 

（公共的車両等） 

第３条 条例第３条第６号に規定する規則で定める公共的車両等は、次に掲げ

るものとする。 

（１）鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成１３年国土交通省令第１

５１号）第２条第１２号に規定する旅客車 

（２）軌道法施行規則（大正１２年内務省・鉄道省令）第９条第１項第１７号

（ロ）に規定する客車 

（３）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに規定する一

般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 

（４）道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用

に供する自動車 

（５）海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第５項に規定する一般

旅客定期航路事業の用に供する旅客船 

（６）航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１７項に規定する定期航

空運送事業の用に供する航空機のうち旅客の運送の用に供する飛行機 

（公共的工作物） 

第４条 条例第３条第７号に規定する規則で定める公共的工作物は、次に掲げ

るものとする。 

（１）信号機 

（２）バスの停留所 

（３）案内標識 

（４）公衆電話所 

 

   附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

区   分 公 共 的 施 設 

１ 建築物 （１）学校 

（２）病院又は診療所 

（３）劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

 （４）集会場又は公会堂 

（５）展示場 

（６）卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む

店舗 

（７）ホテル又は旅館 

（８）事務所 

（９）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（１０）老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するも

の 

（１１）老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センタ

ー、母子福祉施設、保健センターその他これらに類するもの 

（１２）遊技場又は体育館、水泳場、ボーリング場その他のスポー

ツ施設 

（１３）博物館、美術館又は図書館 

（１４）公衆浴場 

（１５）飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホ

ールその他これらに類するもの 

（１６）郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、

銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

（１７）自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これ

らに類するもの 

（１８）工場 

（１９）自動車の停留又は駐車のための施設 

（２０）公衆便所 

（２１）火葬場 

（２２）神社、寺院又は教会その他これらに類するもの 

（２３）地下街その他これらに類するもの 

２ 公共交通

機関の施設 

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設

で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

３ 道路  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道

路（自動車のみの交通の用に供する道路を除く。） 

４ 公園 （１）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定

する都市公園 

（２）遊園地、動物園、植物園その他これらに類するもの 

５ 路外駐車  

場 

 

 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第２条第２号に規定する

路外駐車場で建築物以外のもの（駐車場法施行令（昭和３２年政令

第３４０号）第１５条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置

を用いるものを除く。） 



 

 

 


