「北海道地域福祉支援計画」関連事業に係る取組状況及び取組予定一覧
２ 主な施策の展開方向
１ 地域福祉を支える人づくり
【主な取組】
❏ 地域福祉を担う人材の確保と資質の向上
■ 専門職の人材確保と資質の向上
北海道地域福祉支援計画本文

1

〇 福祉・介護職員の資質向上に向け、
職種や業務経験、多様なニーズに応
じた総合的かつ計画的な研修を実施
するとともに研修を受講しやすい職場
環境づくりを推進します。

対応事業
概要
介護従事者確保総合推進事業
（キャリアパス支援等研修事業）
福祉・介護サービスに従事する者のキャリアパス形成
を促進する研修等の実施や実務者研修等受講者の
代替職員の雇用による職員の資質向上や定着を図
る。

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

60,488

介護職員等研修事業

2

68,703
介護従事者等を対象に、業務遂行場必要な研修等を
実施し、資質向上を図る。

3

〇 福祉人材センター等の関係機関と
連携し、福祉 ・介護職場に勤務しよ
うとする人に対する相談支援や研修
の実施、就労支援等の取組を進め
るとともに、地域における効果的な
人材確保のあり方について検討しま
す。

4

〇 事業所内での人材育成等がより一
層図られるよう、管理者に対するマネ
ジメントに関する課題解決に向けた
研修を実施します。

5

〇 福祉・介護職員の職場定着を図り、
離職を防止するため、事業所等の経
営や労務管理の改善に向けた助言
等を行うなど、労働環境の充実を図
ります。

福祉人材センター運営事業費
社会福祉事業従事者等の就業の援助、研修の企画
及び実施、社会福祉事業経営者に対する相談等によ
り、福祉人材の確保や専門的知識・技術及び意識の
向上を目指す福祉人材センターの運営を支援。

所管課

・キャリアパス支援研修事業…121事業者 ・キャリアパス支援研修事業…128事業者
（研修回数369回、参加者数15,367名）
（研修回数450回、参加者数18,000名）
65,490
・実務者研修等支援事業…３事業者
・実務者研修等支援事業…7事業者
地域福祉
（研修受講者数７名）
（研修受講者数14名）
課
福祉人材
グループ
・実施研修…11種
・実施研修…11種
72,719
（延べ開催35回、受講者計1,670名）
（延べ開催35回、定員数計2,150名）

地域福祉
・福祉人材センター運営事業（道社協）
・福祉人材センター運営事業（道社協）
課
85,359 ・福祉人材バンク運営事業
・福祉人材バンク運営事業
福祉人材
（函館・旭川・釧路・帯広・北見・苫小牧） （函館・旭川・釧路・帯広・北見・苫小牧）
グループ

17,521

・雇用管理改善セミナーの開催（６回）
21,122 ・健康確保対策セミナーの開催（６回）
・介護職員に対する実態調査の実施

・雇用管理改善セミナーの開催（７回）
・健康確保対策セミナーの開催（８回）
・介護職員に対する実態調査の実施

地域福祉
課
福祉人材
グループ

再 掲（４）
・雇用管理改善セミナーの開催（６回）
21,122 ・健康確保対策セミナーの開催（６回）
・介護職員に対する実態調査の実施

・雇用管理改善セミナーの開催（７回）
・健康確保対策セミナーの開催（８回）
・介護職員に対する実態調査の実施

地域福祉
課
福祉人材
グループ

介護従事者確保総合推進事業
（介護従事者定着支援事業）
介護職員の定着を図り、離職を防止するため、事業所
等に対して、関係機関・団体が連携・協働し、事業者
等の意識と実態を改革していく働きかけなど、魅力あ
る職場づくりに向けた研修等を実施。

H31
取組予定

84,367

介護従事者確保総合推進事業
（介護従事者定着支援事業）
介護職員の定着を図り、離職を防止するため、事業所
等に対して、関係機関・団体が連携・協働し、事業者
等の意識と実態を改革していく働きかけなど、魅力あ
る職場づくりに向けた研修等を実施。

H30
主な実績

17,521

介護従事者確保総合推進事業
（潜在的介護職員等活用推進事業）
6

7

〇 潜在的有資格者等の臨時的な介
護事業所への派遣など、離職した
福祉・介護分野の潜在的有資格者
等の再就職に向けた支援を行いま
す。

人材派遣会社が介護分野の潜在的有資格者等を有
期雇用し、介護保険施設等へ派遣することで、実際の
就業を通じた職場を見極め、派遣期間終了後の直接
雇用に繋げる取組を実施。

76,663

介護従事者確保総合推進事業
（離職した介護福祉士の再就業促進事業）
福祉人材センターに届出された離職した介護福祉士
等の情報を活用し、復職に必要な情報の提供など、
再就業を促す取組を実施。

13,581

114,139

・派遣人数…94名
・派遣人数…120名
（うち派遣先の事業所で継続雇用…81名）

・登録相談支援の実施
・再就業促進のための情報発信
13,775 ・届出制度の周知・広報
・離職した介護人材の再就職準備金
貸付事業の実施

・登録相談支援の実施
・再就業促進のための情報発信
・届出制度の周知・広報
・離職した介護人材の再就職準備金
貸付事業の実施

地域福祉
課
福祉人材
グループ

■ 地域福祉を支える多様な人材の育成
北海道地域福祉支援計画本文
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9

〇 幅広い住民の参画、交流を通じて
地域の課題を見出し、共通認識をし
てもらうとともに、支援を「受ける側」
とされていた人達が「支え手」とし
て、地域福祉の取組に主体的に参
画できるよう、関係団体とも連携し、
共生型コーディネーターやコミュニ
ティソーシャルワーカーの育成に取
り組みます。

〇 関係団体と連携し、地域のニーズ
に応えるボランティア活動などの中
核となる人材育成のための研修を
実施します。

対応事業一覧
概要

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

共生型地域福祉拠点推進強化事業費
5,439
子育てに取り組む世代を社会全体でサポートするとと
もに、多世代が支え合う「共生型地域福祉拠点」を持
続可能な取組としての機能強化や新たな拠点整備の
促進

北海道災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営活性化等事業
費補助金
1,912
全道的なボランティア活動への基盤整備や、福祉教
育、資質向上研修、広報啓発などのボランティア活動
の推進

11

〇 若年層はもとより、第２の人生を控
えた中高年齢者や定年退職後のア
クティブシニア、出産や子育て等の
事情により離職中の方など、幅広い
層に対し、福祉・介護のイメージアッ
プや理解の促進を図り、多様な人材
の参入を推進します。

12

介護従事者確保に向け、高齢者や主婦層等に対する
啓発事業の実施や、直接、介護の理解を深めるようア
プローチを行う職場見学会等を実施。

介護従事者確保総合推進事業
（職場体験事業）

・福祉教育活動研究集会の開催（１回）
・ボランティアリーダー学習会の開催
（１回）
12,170
・ボランティア強化セミナーの開催（１回）
・全道福祉の学習推進セミナーの開催
（１回）

13

14

〇 中高校生等に対し就業体験等の機
会を提供するほか、高校や大学の進
路指導窓口への働きかけを強化し、
福祉・介護の仕事の魅力を伝え、新
規就労者の安定的な確保につなげ
ます。

29,239

・普及啓発イベントの開催（４回）
・参加者数…1,492名

9,831

9,976 ・参加実人数…62名

7,386

7,393

3,068

・派遣学校等数（延べ33校）
2,442
・参加児童生徒数（延べ1,164名）

所管課

地域福祉
課地域福
祉推進G

・福祉教育活動研究集会の開催（１回）
・ボランティアリーダー学習会の開催
（１回）
・ボランティア強化セミナーの開催（１回）
・全道福祉の学習推進セミナーの開催
（１回）

地域福祉
課地域福
祉推進G

・普及啓発イベントの開催…４回
・参加者数…500名

地域福祉
課
福祉人材
グループ

・参加実人数…100名

地域福祉
課
福祉人材
グループ

・アクティブシニア活躍支援セミナーの
開催（12カ所）

高齢者保
健福祉課

・派遣学校等数（延べ50校）
・参加児童生徒数（延べ2,000名）

地域福祉
課
福祉人材
グループ

・補助事業者数（20事業者）
・事業参加者数（4,000名）

地域福祉
課
福祉人材
グループ

福祉・介護の職場体験を通じた、新たな人材の参入促
進を図る取組。

介護予防・生活支援サービス等充実支援事
業（アクティブシニア等活躍支援事業）
アクティブシニア等を対象に共助・互助による地域づく
りの意義等を共有するセミナーを開催し、地域で介護
サービスや外出支援などの担い手として活躍できる体
制づくりを推進。

〇 児童に対する体験学習などの取組
を通じて、将来の福祉の専門職とし
てはもとより、地域福祉に係るボラン
ティアやNPO、民生委員・児童委員
等のほか、地域共生社会における
福祉の担い手の育成・確保につな
げます。

28,859

H31
取組予定

・共生型コーディネーター養成研修の実施 ・拠点運営個別相談会の実施（２回）
（道東、道北、道央、道南会場）
・企業及び団体等への拠点の取組に
3,858 ・共生型講師養成研修の実施（１回）
対する協力依頼
・地域共生社会に向けたシンポジウムの
開催（１回）

介護従事者確保総合推進事業
（介護のしごと普及啓発事業）
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H30
主な実績

・アクティブシニア活躍支援セミナーの
開催（12カ所）

介護従事者確保総合推進事業
（次世代の担い手育成推進事業）
小・中学校等に、福祉・介護に関する有識者をアドバ
イザーとして派遣し、講習会や体験学習等の授業を行
うことで、若年層の段階からの福祉・介護に関する理
解を深め、興味・関心を高めることにより、将来の福
祉・介護分野を担う人材としての育成を図る。

介護従事者確保総合推進事業
（介護のしごと魅力アップ推進事業）
高校生等の若年層を中心に、福祉・介護分野の重要
性や仕事への正しい認識の普及啓発を図るとともに、
若い世代が、福祉・介護の仕事の魅力を実感できるよ
う就業体験等の機会を提供する事業に対し助成。

32,628

・補助事業者数（19事業者）
40,000
・事業参加者数（5,015名）

北海道地域福祉支援計画本文

15

〇 社会福祉協議会等と協働し、地域
の特性に応じた市町村等の取組を
支援します。

対応事業一覧
概要
地域福祉推進事業費
（北海道社会福祉協議会補助金）
本道における社会福祉事業の健全な発達及び社会
福祉に関する活動の活性化に向け、社会福祉法人北
海道社会福祉協議会の運営及び事業に要する経費
を補助。

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

146,004

594,794

・民生委員関係経費負担金による民生
委員活動費の弁償
（59,000円×8,499人）
・地区民生委員協議会の活動推進費の
606,359 執行（224,000円×357協議会）
・民協会長の会議出席旅費の助成
（6,680円×357協議会）
・新任研修（９回）
・専門研修（14回）

民生委員法に基づく民生委員・児童委員の資質の向
上を図るために必要な知識技術についての指導訓練
を充実強化し、その活動を促進。

地域福祉推進事業費
（北海道民生委員児童委員連盟補助金）
17
〇 高齢者等の冬の生活支援や家庭
での子育て等に関する悩みなど、
地域の実情や住民のニーズに対応
できるよう、民生委員・児童委員等
による相談体制の充実・強化を図り
ます。
18

地域に密着した活動基盤を持つ民生委員・児童委員
活動の活性化と連携を強化し、地域福祉の向上を図
るため、調査、各種活動強化運動の展開や啓発事業
を行う経費について助成する。

4,827

19

障がいのある児童及び発達障がい者とその家族が、
身近な地域において適切な相談支援及び療育を受け
ることができるよう、市町村等において必要な支援を
確保し、発達支援体制の充実・強化を図る。

57,051

・本部事業運営（1箇所）
・地区事務所運営（14箇所）

・地域づくり総合交付金を活用した市町
村事業の実施
<実績>
福祉灯油 136市町村
他メニュー 1市町村

・地域づくり総合交付金を活用した市町
村事業の実施

・発達障害者支援センターの設置、運
営（３か所）
・発達障害者支援を考える道民フォー
ラムの開催（10月）
・道立施設等専門支援事業の実施
57,048 （51回）
・発達支援関係職員実践研修の各振
興局での実施（17回）
・難聴児等の支援に関する研修を実
施（基礎研修１回、実践研修（事業
所養成研修５回／個別療育研修５回）

所管課
地域福祉
課
地域福祉
推進グ
ループ

・民生委員関係経費負担金による民生
委員活動費の弁償
（59,000円×8,499人）
・地区民生委員協議会の活動推進費の
執行（224,000円×357協議会）
・民協会長の会議出席旅費の助成
（6,680円×357協議会）
・新任研修（14回）
・専門研修（14回）

・民生委員児童委員の日・活動強化週
間にあわせた民生委員活動啓発広報
版下、パンフレット（51，000部）の配布
・全道民児協会長・副会長研究協議会
の開催（１箇所）

4,200,000 4,500,000
の内数
の内数

障がい児等支援体制整備事業

H31
取組予定

・民生委員児童委員の日・活動強化週
間にあわせた民生委員活動啓発広報
4,827 版下、パンフレット（51，000部）の配布
・全道民児協会長・副会長研究協議会
の開催（１箇所）

地域づくり推進費（地域づくり総合交付金）
地域振興条例に基づき、人々が将来にわたり安心し
て暮らすことができる地域社会の充実に資することを
目的に、道内各地域の課題解決や地域活性化に向け
た取組に対し交付する。（福祉灯油）

・本部事業運営（1箇所）
・地区事務所運営（14箇所）

146,004

地域福祉推進事業費
（民生委員関係経費）
16

H30
主な実績

・発達障害者支援センターの設置、運
営
・発達障害者支援を考える道民フォー
ラムの開催
・道立施設等専門支援事業の実施
・発達支援関係職員実践研修の各振
興局での実施
・難聴児等の支援に関する研修を実施

地域福祉
課
地域福祉
推進グ
ループ

障がい者
保健福祉
課制度グ
ループ

北海道地域福祉支援計画本文

対応事業一覧
概要

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

H30
主な実績

H31
取組予定

所管課

再 掲（９）

20

〇 高齢者や障がいのある方、子育て
世帯等に対する支援など、住民が主
体的にボランティア活動に参加する
気運の醸成を図ります。

北海道災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営活性化等事業
費補助金
1,912

・福祉教育活動研究集会の開催（１回）
・ボランティアリーダー学習会の開催
（１回）
12,170
・ボランティア強化セミナーの開催（１回）
・全道福祉の学習推進セミナーの開催
（１回）

・福祉教育活動研究集会の開催（１回）
・ボランティアリーダー学習会の開催
（１回）
・ボランティア強化セミナーの開催（１回）
・全道福祉の学習推進セミナーの開催
（１回）

地域福祉
課
地域福祉
推進グ
ループ

50,000

・地域生活定着支援センターの設置
（２ヶ所：札幌市及び釧路市）
50,000 ・退所予定者の福祉サービス等申請支
援や受入施設の斡旋等の実施
（コーディネート件数：87件）

・高齢又は障がいにより自立した生活
を送ることが困難な刑務所等出所予
定者が退所後直ちに福祉サービス等
を利用できるよう、センターにおいて
支援のコーディネイトやフォローアップ
を実施。

地域福祉
課
地域福祉
推進グ
ループ

262,529

・生活困窮者への相談支援
（新規相談受付件数：8,645件）
・相談支援担当職員のスキルアップ研修
（参加職員数：33人）
262,529
・生活困窮世帯への住居確保給付金の
支給（支給決定件数：142件）
・生活困窮世帯の子ども等に対する学習
支援（実施市町村数：38市町）

・生活困窮者が抱える多様かつ複合的
な課題に対応する総合的な相談支援
体制の充実を図るとともに、必要な資
金の貸付など自立に向けた生活支援
の取組を実施。
・生活困窮世帯の子ども等に対する学習
支援により高校進学や中退防止への
支援を行うとともに、居場所の提供等
を実施。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

43,185

・支援者数：429人
42,571 うち就労に至った人数：125人
うち生活保護廃止となった人数：37人

・各（総合）振興局に就労支援員（計16
名）を配置し、生活保護受給者と面談
し、希望職種の把握や職業訓練の必
要性を検討し、ハローワークと連携し
ながら、求職活動を支援する。

地域福祉
課生活保
護グルー
プ

全道的なボランティア活動への基盤整備や、福祉教
育、資質向上研修、広報啓発などのボランティア活動
の推進

地域生活定着支援センター運営事業費

21

〇 高齢や障がいにより福祉的な支援
を要する累犯者等を必要な福祉サー
ビス等につなげることができるよう、
地域生活定着支援センター等による
相談支援体制を確保します。

生活困窮者自立支援事業

22

〇 住居や就労機会の確保をはじめ、
生活困窮者が抱える多様かつ複合
的な課題に対応するため、個々の
世帯の状況や一人ひとりの心身の
状態に応じた総合的な相談支援体
制の確保や必要な資金の貸付など
自立に向けた生活支援の取組を市
町村や社会福祉協議会のほか、地
域の様々な関係団体等と連携して
推進します。

生活保護受給者就労支援事業

23

〇 生活保護受給者への自立に向け、
福祉事務所による自立支援プログラ
ムの策定のほか、自立相談支援機
関とも連携した切れ目のない一体的
な支援を推進します。

福祉的な支援が必要な刑務所等出所予定者につい
て、出所後直ちに必要となる福祉サービスにつなげる
ための準備などを行う地域生活定着支援センターの
運営を支援。

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前
の段階にある生活困窮者への支援の充実・強化を図
るため、包括的な支援体制を構築。

被保護者の就労の支援に関する問題について、被
保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助
言を行うことにより、被保護者の自立の促進を図る。

再 掲（22）

生活困窮者自立支援事業

24

〇 民間支援団体等と連携・協働した
就労体験など、ホームレスの自立支
援やホームレスを生み出さない地域
社会づくりを推進します。

262,529
生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前
の段階にある生活困窮者への支援の充実・強化を図
るため、包括的な支援体制を構築。

・生活困窮者への相談支援
（新規相談受付件数：8,645件）
262,529 ・相談支援担当職員のスキルアップ研修
（参加職員数：33人）
・生活困窮世帯への住居確保給付金の
支給（支給決定件数：142件）
・生活困窮世帯の子ども等に対する学習
支援（実施市町村数：38市町）

・生活困窮者が抱える多様かつ複合的
な課題に対応する総合的な相談支援
体制の充実を図るとともに、必要な資
金の貸付など自立に向けた生活支援
の取組を実施。
・生活困窮世帯の子ども等に対する学習
支援により高校進学や中退防止への
支援を行うとともに、居場所の提供等
を実施。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

北海道地域福祉支援計画本文

対応事業一覧
概要

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

H30
主な実績

〇 貧困が世代を超えて連鎖すること
がないよう、教育分野と福祉分野が
連携し適切に情報共有を図りなが
ら、生活保護世帯や生活困窮世帯
の子ども等に対する学習支援など、
必要な環境整備と教育の機会の均
等に向けた取組を推進します。

262,529
生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前
の段階にある生活困窮者への支援の充実・強化を図
るため、包括的な支援体制を構築。

特別支援教育就学奨励費
26

特別支援学校に就学する児童生徒等の保護者にお
ける経済的負担を軽減するため、その負担能力の程
度に応じ、就学のために必要な経費を補助する。

高齢者､障がい者､妊産婦をはじめすべての人々が､
道立施設を円滑に利用できるよう必要な改善整備を
図る。

・生活困窮者への相談支援
（新規相談受付件数：8,645件）
262,529 ・相談支援担当職員のスキルアップ研修
（参加職員数：33人）
・生活困窮世帯への住居確保給付金の
支給（支給決定件数：142件）
・生活困窮世帯の子ども等に対する学習
支援（実施市町村数：38市町）

・就学のために必要な経費（教科書図書
購入費、学校給食費、交通費、寄宿舎
1,072,164 1,127,263 に伴う経費、修学旅行費、学用品購入
費）を補助。
（【支給人数】 5,406名）

すべての人にやさしいまちづくり推進事業
27

・高齢者、障がい者、妊産婦をはじめ、
すべての人々にとって利用しやすい建
39,000 物とするため、道立施設のバリアフリー
化等、必要な改修を行った。
（17施設（19箇所） 33,381千円）

29
地域密着型サービスの施設整備や介護施設の開設
準備等に必要な経費等への助成

教育庁学
校教育局
特別支援
教育課

○緊急対策
・ブロック塀（２箇所）
・非常用自家発電設備（26箇所）
・耐震化（８箇所）
○通常整備
・スプリンクラー整備（11箇所）
・創設（増築含む）（３箇所）

障がい者
保健福祉
課基盤グ
ループ

・特別養護老人ホームの整備
（創設１件、改築１件、大規模修繕
2,086,745 2,214,481
１件）
・養護老人ホームの整備（改築２件）
・ケアハウスの整備（創設１件）

・特別養護老人ホームの整備
（創設１件、増改築４件、大規模修繕
５件）
・養護老人ホームの整備
（改築１件、大規模修繕１件）

高齢者保
健福祉課

・小規模多機能型居宅介護事業所
（５施設）
・介護予防拠点（10施設）
・地域包括支援センター（１施設）
2,729,087 2,765,813 ・看護小規模多機能（１施設）
・認知症ＧＨ（４施設）
・地域密着型特養（１施設）
・小規模なケアハウス（１施設）
・緊急ショートステイ（１施設）

・地域密着型特別養護老人ホーム
（２施設）
・認知症ＧＨ（13施設）
・小規模多機能型居宅介護事業所
（８施設）
・看護小規模多機能型居宅介護事
業所（２施設）
・介護予防拠点（８施設）
・地域包括支援センター（１施設）
・介護医療院（１施設）
・小規模なケアハウス（１施設）

高齢者保
健福祉課

（な

し）

28

介護サービス提供基盤等整備事業費

・就学のために必要な経費（教科書図書
購入費、学校給食費、交通費、寄宿舎
に伴う経費、修学旅行費、学用品購入
費）を補助。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

1,083,872 1,701,373

市町村及び民間事業者等の各種社会福祉施設等整
備への補助経費

・生活困窮者が抱える多様かつ複合的
な課題に対応する総合的な相談支援
体制の充実を図るとともに、必要な資
金の貸付など自立に向けた生活支援
の取組を実施。
・生活困窮世帯の子ども等に対する学習
支援により高校進学や中退防止への
支援を行うとともに、居場所の提供等
を実施。

・ユニバーサルデザインの普及や災害時
の対応等の観点等を含め、緊急性及び
優先性の高い整備項目から、順次、整
備を進めていく。

39,000

社会福祉施設整備事業費

〇 市町村や民間事業者と連携し、高
齢者や障がいのある方が心身の状
態や生活環境に応じた生活を送れ
るよう、住まいや日中活動の場の
確保などの基盤整備を促進します。

所管課

再 掲（22）

生活困窮者自立支援事業

25

H31
取組予定

対応事業一覧
概要

北海道地域福祉支援計画本文

30

〇 市町村や関係機関と連携し、障が
いのある方などに対する福祉有償
運送の円滑な運用など、地域が主
体となった移動手段の確保に向け
た取組を推進します。

福祉サービス運営適正化委員会補助金

32

〇 利用者が適切なサービスを選択
できるよう、第三者機関による福祉
サービスの評価及び結果の公表を
促進します。

33

〇 北海道福祉サービス運営適正化
委員会との連携など、福祉サービス
に関する苦情を解決するための体
制を確保します。

34

〇 医療や介護、住まい、生活支援が
一体的に提供される地域包括ケア
システムの包括的な支援体制の確
保が一層図られるよう、同一事業
所内で高齢者と障がいの福祉サー
ビスを受けられる「共生型サービス
」の提供体制の整備を推進します。

860

860

社会福祉法人の指導を実施し、法人及び施設の適正
な運営を図る。

利用者の権利を擁護し、福祉サービスに関する利用
者等からの苦情適切に解決するための相談、助言、
調査又はあっせんの事業を行う公正・中立な第三者
機関を設置する事業に対する補助。

11,700

・指導監査実施件数
２１１件

・相談件数 １９１件
11,700 ・巡回訪問事業実施件数 ４件
・研修会への講師派遣等

利用者の権利を擁護し、福祉サービスに関する利用
者等からの苦情適切に解決するための相談、助言、
調査又はあっせんの事業を行う公正・中立な第三者
機関を設置する事業に対する補助。

11,700

11,700

同一事業所内で高齢者と障がいの福祉サービスを受
けられる共生型サービスの提供体制の整備

－

－

10,313

・胆振東部地震における被災町の災害
ボランティアセンター設置・運営支援
・災害ボランティアネットワーク会議の
開催（4回）
12,170
・組織連携会議の開催（14振興局）
・災害ボランティアコーディネーター養成
研修の開催（1回）
・初期支援チーム研修会の開催（1回）

災害発生時にボランティアの調整や活動を迅速に行う
ため、平常時から、災害ボランティアのネットワークづ
くりや、人材育成などに取り組む北海道災害ボラン
ティアセンターの運営を支援

所管課

・地域づくり総合交付金を活用した市
町村事業の実施

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

・指導監査実施見込件数
２０６件

施設運営
指導課

・相談見込件数 ２１０件
・苦情解決事業の実施
・運営監視事業の実施等

施設運営
指導課

再 掲（32）

福祉サービス運営適正化委員会補助金

北海道災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営活性化等事業
費補助金
〇 道が策定した「災害時における高
齢者・障がい者等の支援対策の手
引き」に基づく市町村等の関係機
関、関係団体の取組を促進します。

H31
取組予定

支援

社会福祉法人指導監督費

35

H30
主な実績

4,200,000 4,200,000 ・地域づくり総合交付金を活用した市
福祉有償運送などの市町村に依る移動手段の確保を の内数
の内数
町村事業の実施

〇 利用者が安心して福祉サービス
を受けられるよう、社会福祉法人等
に対する指導監査等を通じた社会
福祉事業の適正な運営を徹底しま
す。

31

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

施設運営
指導課

・相談件数 １９１件
・巡回訪問事業実施件数 ４件
・研修会への講師派遣等

・相談見込件数 ２１０件
・苦情解決事業の実施
・運営監視事業の実施等

・共生型サービスの指定状況（24箇所）

・申請に基づき、指定基準に照らして指定

施設運営
指導課

・北海道災害ボランティアセンターへの
支援
・災害ボランティアネットワーク会議の
開催（2回）
・組織連携会議の開催（14振興局）
・災害ボランティアコーディネーター養成
研修の開催（1回）
・初期支援チーム研修会の開催（1回）
・胆振東部地震災害ボランティア活動
振り返り会（1回）

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

北海道地域福祉支援計画本文

36

〇 災害時に支援を必要とする方が、
迅速かつ安全に避難できるよう、社
会福祉施設等における非常災害対
策計画や要配慮者利用施設におけ
る避難計画の作成を促進するととも
に、市町村における避難行動要支
援者名簿を活用した情報共有等に
ついて周知を図るなど、市町村にお
ける平常時からの協力体制づくりが
円滑に進むよう支援します。

37

〇 市町村、関係団体、事業者等の災
害派遣協定や避難受入れ協力など
の連携を図るとともに、高齢者や障
がいのある方への情報提供やコミュ
ニケーション支援などを充実させなが
ら、災害時における支援体制づくり
を進めます。

38

〇 施設関係団体と道との「災害時に
おける社会福祉施設等の相互支援
協定」に基づき、災害発生時に、自
力避難の困難な高齢者や障がいの
ある方などが入所する社会福祉施
設等の避難先確保や被災施設への
人的・物的支援を行います。

39

40

41

〇 災害発生時の被災地域における
受援力の向上に資するため、被災
者ニーズの把握やボランティアの募
集、活動の調整等を行う市町村災
害ボラ ンティアセンターのセンター
設置・運営マニュアルの普及や、コ
ーディネーター養成研修を通じた人
材育成等の取組を支援します。

対応事業一覧
概要

自力避難困難者が施設・事業所において、利用者の
安全を確保するため、自然災害の対策確保に向けた
非常災害対策計画の推進及び定期的な避難等訓練
の実施。

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

H30
主な実績

H31
取組予定

・事業者に対する集団指導及び実地指
導において、計画の策定や見直し、
避難等訓練を行うよう指導した。

－

・障害者総合支援法に基づき、市町村
災害時における要配慮者への支援体制確保に向けた 1,089,152 1,093,509 が実施する障害者（児）等の日常生活
市町村地域生活支援事業によるコミュニケーション支
を支える各種サービスに要する費用に
援の実施。
対して補助する。

非常災害時に自力避難が困難な高齢者や障がいの
ある方などが入所する社会福祉施設等の避難先確保
や被災施設への人的・物的支援の実施。

・「災害時における社会福祉施設等の
相互支援協定」に基づく支援を効果的
に実施するために、各関係施設等の受
入可能人数や派遣可能職員数、緊急
連絡先等の情報を取りまとめ、協定を
締結している各団体に提供。
（協定締結：10団体、
データベース：1687施設・事業所）

－

・事業者に対する集団指導及び実地指
導において、計画の策定や見直し、
避難等訓練を行うよう指導する。
・「社会福祉施設等における非常災害
対策計画策定の手引き」を改訂し、事
業者における計画策定等を支援する。

施設運営
指導課

・障害者総合支援法に基づき、市町村が
実施する障害者（児）等の日常生活を
支える各種サービスに要する費用に対
して補助する。

障がい者
保健福祉
課社会参
加グルー
プ

・「災害時における社会福祉施設等の
相互支援協定」に基づく支援を効果的
に実施するために、各関係施設等の
受入可能人数や派遣可能職員数、緊
急連絡先等の情報を取りまとめ、協定
を締結している各団体に提供。
（協定締結：10団体、
データベース：1758施設・事業所）

施設運営
指導課

再 掲（34）

北海道災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営活性化等事業
費補助金

10,313
災害発生時にボランティアの調整や活動を迅速に行う
ため、平常時から、災害ボランティアのネットワークづ
くりや、人材育成などに取り組む北海道災害ボラン
ティアセンターの運営を支援

・胆振東部地震における被災町の災害
12,170 ボランティアセンター設置・運営支援
・災害ボランティアネットワーク会議の
開催（4回）
・組織連携会議の開催（14振興局）
・災害ボランティアコーディネーター養成
研修の開催（1回）
・初期支援チーム研修会の開催（1回）

〇 市町村が高齢者や障がいのある
方等の要配慮者への支援体制を
整備できるよう、福祉避難所の指
定を促進するとともに、その設置・
運営に必要な物資や器材、人材の
確保への支援を行います。

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業－
福祉振興・介護保険基盤整備事業－福祉避難
所機能確保促進事業）
4,200,000 4,200,000 ・福祉避難所の備蓄品等整備
の内数
の内数 （４件 3,743千円）

〇 市町村や関係機関、地域住民な
どを対象とした権利擁護のための
シンポジウムを開催するなど、認知
症や障がい等に対する理解の促
進を図ります。

○ 人権啓発推進事業費

災害救助法に基づく福祉避難所の設備整備等に対す
る支援。

認知症等に対する理解の促進を図るため、権利擁護
のためのシンポジウムの開催など、道民の理解を促
進。

所管課

553

751

・「高齢者の権利擁護を考える集い」の
開催（シンポジウム）

・北海道災害ボランティアセンターへの
支援
・災害ボランティアネットワーク会議の
開催（2回）
・組織連携会議の開催（14振興局）
・災害ボランティアコーディネーター養成
研修の開催（1回）
・初期支援チーム研修会の開催（1回）
・胆振東部地震災害ボランティア活動
振り返り会（1回）

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

・地域づくり総合交付金により市町村等
の取組を支援

総合政策
部地域政
策課地域
政策G・
保健福祉
部総務課

・「高齢者の権利擁護を考える集い」の
開催（シンポジウム）

高齢者保
健福祉課

北海道地域福祉支援計画本文

対応事業一覧
概要
地域福祉生活支援センター運営事業費補
助金
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判
断能力が不十分な者が地域において自立した生活が
送れるよう、福祉サービスの利用に関する情報提供、
助言、手続の援助、利用料の支払等、福祉サービス
の適切な利用のための一連の援助を行うなどの日常
自立支援事業への補助

42

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

63,335

広域相談支援体制整備事業
43

44

〇 認知症や障がいなどにより判断
能力が十分でない方の利益保護の
ため、成年後見制度の利用支援や
「障がい者が暮らしやすい地域づく
り委員会」の取組などの権利擁護
に関する制度等について、関係団
体等と連携しながら普及啓発に努
めます。

北海道障がい者条例に基づく支援員として２１圏域に
地域づくりコーディネーターを配置し、地域づくりに関
する助言・調整等の広域的な支援を実施。

45

所管課

・21圏域に27名の地域づくりコーディネ
ーターを配置し、市町村へ障がいのあ
114,072
る方が暮らしやすい地域づくりに関す
る支援を実施

・21圏域に27名の地域づくりコーディネ
ーターを配置し、市町村へ障がいのあ
る方が暮らしやすい地域づくりに関す
る支援を実施

障がい者
保健福祉
課制度グ
ループ

・成年後見制度利用促進連絡連絡調整
会議等を活用し、市町村と司法関係機
関等との連携の調整
・広域での中核機関の設置等先進事例
の紹介等

・成年後見制度利用促進連絡連絡調整
会議等を活用し、市町村と司法関係機
関等との連携の調整
・先進事例の紹介等の情報提供
・道社協との連携による中核機関設置
への支援

障がい者
保健福祉
課制度グ
ループ

12,538

・地域づくり推進本部会議（年1回）、
調査部会（年1回）の開催
・全道14圏域に設置する地域づくり委員
11,238
会において地域課題等の協議の実施
・地域相談員研修の開催（全道14圏域、
合同実施含む）

・地域づくり推進本部会議の開催により、
障がい者施策の総合的・計画的な推
進を図るとともに、14圏域の地域づくり
委員会において地域の暮らしづらさに
関する事項を協議するなどして、すべ
ての人が暮らしやすい地域づくりを推
進する。

障がい者
保健福祉
課制度グ
ループ

23,705

22,959

・高齢者虐待防止・相談支援センターの
運営（委託）

高齢者保
健福祉課

・北海道障がい者権利擁護センターにお
ける相談・通報受付体制の整備
・医師および弁護士による専門相談体制
の確保、相談の実施
・虐待防止・権利擁護研修の実施
・虐待防止対策連絡会議の開催

障がい者
保健福祉
課制度グ
ループ

・未策定市町村への個別ヒアリングや
働きかけの実施

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

114,072

-

障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会
等運営事業費
障がい者及び障がい児の権利を擁護するとともに、障
がいがあることによる差別、虐待を受けることのない
暮らしやすい地域づくりを推進するため、障害者差別
解消法に適用した北海道障がい者条例に基づく推進
体制を整備する。

H31
取組予定

・北海道地域福祉生活支援センター本部
地域福祉
の運営
・北海道地域福祉生活支援センター本部
課地域福
63,335 ・地域センターへの援助・指導・監督
及び地域センターの運営に係る支援の
祉推進グ
（19市町）
実施
ループ
・地域センターの運営

地域生活支援事業
（成年後見制度利用支援事業）
市町村が地域生活支援事業等国庫補助金を申請す
る上で必須のメニュー事業となっている成年後見制度
利用支援事業の活用を促すことにより、成年後見制
度を利用することが有用であると認められる障がい者
の権利擁護を図る。

H30
主な実績

-

高齢者虐待防止・相談支援センター運営事業
46

47

48

〇 市町村や地域の関係機関では対
応困難な虐待等の事例に対して、
高齢者虐待防止・相談支援センター
や障がい者権利擁護センター等によ
る法律や医療等の相談対応などの
専門的な助言・支援を行います。

〇「地域福祉計画策定ガイドライン」
（改訂版）の活用のほか、社会福祉
協議会が策定する地域福祉実践計
画（地域福祉活動計画）と一体的に
策定している市町村など、参考とな
る事例や活用可能な補助事業の紹
介等を通じ、市町村の計画策定等
を支援します。

高齢者及びその家族等の虐待相談に応じるとともに、
市町村の相談体制を支援するほか、市町村及び介護
保険施設が実施する高齢者虐待防止（身体拘束廃止
を含む。）への取り組みを総合的に支援することによ
り、高齢者及びその家族等の福祉の増進を図ることを
目的とする。

北海道障がい者権利擁護センター運営事業
費
障がい者の虐待の防止、養護者に対する支援等を実
施するため、「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」に基づく「障害者権利擁
護センター」機能を確保し、障がい者の権利利益の擁
護を図る。

「地域福祉計画策定ガイドライン」を活用するなどし、
道内市町村での地域福祉計画の策定を促進。

2,270

－

・高齢者虐待防止・相談支援センターの
運営（委託）

・北海道障がい者権利擁護センターにお
ける相談・通報受付体制の整備
・医師および弁護士による専門相談体制
2,080 の確保
・虐待防止・権利擁護研修の実施
（年４回）
・虐待防止対策連絡会議の開催（年１回）

－

・「地域福祉計画策定ガイドライン」の市
町村への周知
・シンポジウムによる普及促進：１回
（札幌市）
・研修会による普及促進：１回（帯広）

北海道地域福祉支援計画本文

49

〇 地域福祉に関する普及啓発や先
進的な取組に関する情報を提供す
るほか、市町村社会福祉協議会が
策定する地域福祉実践計画とも連
携し、地域の実情に応じた市町村
ごとの取組を促進します。

対応事業一覧
概要

地域福祉に関する普及啓発や先進的な取組に関する
情報を提供するほか、地域の社会福祉協議会が策定
する地域福祉実践計画とも連携し、市町村による地域
福祉計画に基づく取組を促進。

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

－

－

H30
主な実績
・包括的支援体制構築事業の制度紹介
・地域福祉計画に基づく包括的支援体
制構築事業実施市町村間の連携支援
の実施

H31
取組予定
・地域福祉計画に基づく包括的支援体
制構築事業実施市町村間の連携支
援の実施及び普及促進

所管課
地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

■ 支え合いの地域づくり
北海道地域福祉支援計画本文
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51

52

〇 福祉的な支援を必要とする方々が
安全で安心して暮らし、地域の中で
孤立することがないよう、市町村や
社会福祉協議会などの関係機関や
民生委員・児童委員、老人クラブ、
町内会、民間事業者などによる支
援が重層的に提供される地域づく
りを促進します。
〇 市町村や関係機関、民間事業者
等で構成する「地域での見守り活
動連携会議」において、地域にお
ける取組状況や体制に関する情
報共有を図るなど、関係者の連携
・協働による地域での見守り活動
を推進します。
〇 共同募金運動をはじめ、民間等に
よる支援の取組への理解促進を図
り、住民や企業、団体等からの協力
の下、地域福祉の充実に向けた様々
な活動を促進します。

対応事業一覧
概要

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

5,439
子育てに取り組む世代を社会全体でサポートするとと
もに、多世代が支え合う「共生型地域福祉拠点」を持
続可能な取組としての機能強化や新たな拠点整備の
促進

□ 赤い羽根共同募金活動等の取組

－

－

・共生型コーディネーター養成研修の実施 ・拠点運営個別相談会の実施（２回）
3,858
（道東、道北、道央、道南会場）
・企業及び団体等への拠点の取組に
・共生型講師養成研修の実施（１回）
対する協力依頼
・地域共生社会に向けたシンポジウムの
開催（１回）

－

－

54

〇 地元企業や教育機関等と連携し、
様々な既存の地域資源も活用しな
がら、高齢者や障がいのある方、
子ども等が、地域住民とともに集い
交流し、支援を必要とする方が互い
に支え合いながら、安心して生活
することができる地域づくりが図ら
れるよう、支え合いの活動の「場」
として、「共生型地域福祉拠点」の
整備を推進します。

子育てに取り組む世代を社会全体でサポートするとと
もに、多世代が支え合う「共生型地域福祉拠点」を持
続可能な取組としての機能強化や新たな拠点整備の
促進

・地域での見守り活動連携会議の開催
（札幌）
・各振興局における市町村との連携会議
の開催

・地域での見守り活動連携会議の開催
（札幌）
・各振興局における市町村との連携会議
の開催

・赤い羽根共同募金活動収益金
（7億5146万6694円（道内））

・赤い羽根共同募金に係る各種活動の
実施

5,439

・共生型コーディネーター養成研修の実施 ・拠点運営個別相談会の実施（２回）
3,858
（道東、道北、道央、道南会場）
・企業及び団体等への拠点の取組に
・共生型講師養成研修の実施（１回）
対する協力依頼
・地域共生社会に向けたシンポジウムの
開催（１回）

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業
－福祉振興・介護保険基盤整備事業－
共生型地域福祉拠点整備・促進事業）
高齢者・障がいのある人、子ども等が地域住民とと共
に集う地域のコミュニティ活動の場において、支援を
必要とするもの等がお互いに支え、支えられながら安
心して地域で生活することができる共生型地域福祉
拠点の整備及び設置に対し支援。

所管課

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

再 掲（８）

共生型地域福祉拠点推進強化事業費
53

H31
取組予定

再 掲（８）

共生型地域福祉拠点推進強化事業費

□ 地域の見守り支援体制構築に向けた関係機関等
によるネットワークの構築等の取組

H30
主な実績

4,200,000 4,200,000
の内数
の内数

・共生型地域福祉拠点促進支援・人材
養成事業（１件）
促進支援費 60,000円
人材養成費 25,000円

・地域づくり総合交付金により市町村等
の取組を支援

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ
総合政策
部地域政
策課
地域政策
G
・
保健福祉
部地域福
祉課地域
福祉推進
グループ

北海道地域福祉支援計画本文
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〇 市町村やNPO、社会福祉法人等を
対象に、「共生型地域福祉拠点」の
考え方や先進的な取組事例の情報
提供、意見交換を通じた普及啓発を
行い、「共生型地域福祉拠点」の整
備促進に向けた気運の醸成を図り
ます。

56

〇 北海道福祉のまちづくり条例の趣
旨について普及啓発等を図り、人
々が様々に交流できる環境の整備
と人にやさしい安らぎとゆとりのある
空間の確保を目指し、誰もが安心し
て生活できる福祉のまちづくりの気
運を醸成します。

57

〇 高齢者や障がいのある方、妊産婦
等が道立施設を円滑に利用できる
よう、必要なバリアフリー化を進める
など福祉環境の整備を図ります。

58

〇 条例の基準に沿った福祉的配慮に
優れた公共施設等の整備や障がい
のある方等の自立・社会参加を支援
するための福祉用具、団体等の活動
を促進するため、表彰や資金の貸付
けなど各種の取組を推進します。

対応事業一覧
概要

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

5,439

福祉のまちづくり推進費

北海道福祉のまちづくり条例に基づき、普及啓発や推
進体制を整備するとともに市町村、民間事業者に対す
る支援等を行い、福祉のまちづくりを推進する。

258,616

・共生型コーディネーター養成研修の実施 ・拠点運営個別相談会の実施（２回）
3,858 （道東、道北、道央、道南会場）
・企業及び団体等への拠点の取組に
・共生型講師養成研修の実施（１回）
対する協力依頼
・地域共生社会に向けたシンポジウムの
開催（１回）
・福祉的配慮に優れた取組を表彰（５件）
・民間事業者に対する資金の貸付
（31件 1,671,000千円（H30年度末現在
154,215
延べ件数））
・福祉環境アドバイザーの派遣（２件）
・協議会の開催（１回）

39,000

258,616

59

講習会を開催するなど、市町村や民間が行う公共的
施設等の整備など、福祉のまちづくりを推進するため
の相談等に対応する。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

39,000

・高齢者、障がい者、妊産婦をはじめ、
すべての人々にとって利用しやすい建
物とするため、道立施設のバリアフリー
化等、必要な改修を行った。
（17施設（19箇所） 33,381千円）

地域福祉
課地域福
・ユニバーサルデザインの普及や災害時 祉推進グ
の対応等の観点等を含め、緊急性及び ループ
優先性の高い整備項目から、順次、整
備を進めていく。

・福祉的配慮に優れた取組を表彰（５件）
154,215 ・民間事業者に対する資金の貸付
（31件 1,671,000千円（H30年度末現在
延べ件数））
・福祉環境アドバイザーの派遣（２件）
・協議会の開催（１回）

地域福祉
課地域福
・協議会の開催のほか、表彰や福祉環境 祉推進グ
アドバイザーを活用しながら、福祉のま ループ
ちづくりの機運を醸成していく。
・関係機関に融資制度を周知する。

再 掲（56）

福祉のまちづくり推進費
〇 住み慣れた地域で誰もが安心して
生活が営めるよう、在宅生活を支え
る福祉用具・介護技術等に関する
相談や情報提供を行います。

・協議会の開催のほか、表彰や福祉環境
アドバイザーを活用しながら、福祉のま
ちづくりの機運を醸成していく。
・関係機関に融資制度を周知する。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

再 掲（56）

福祉のまちづくり推進費

福祉的配慮に優れた公共的施設や障がい者等の自
立・社会参加を支援する活動及び福祉用具を表彰す
ることや福祉のまちづくり資金により、条例による公共
的施設で、整備基準を満たす建築物に対し融資する。

所管課

再 掲（27）

すべての人にやさしいまちづくり推進事業
高齢者、障がい者、妊産婦をはじめすべての人々が、
道立施設等を円滑に利用できるよう必要な改善整備
を図る。

H31
取組予定

再 掲（８）

共生型地域福祉拠点推進強化事業費
子育てに取り組む世代を社会全体でサポートするとと
もに、多世代が支え合う「共生型地域福祉拠点」を持
続可能な取組としての機能強化や新たな拠点整備の
促進

H30
主な実績

258,616

・福祉的配慮に優れた取組を表彰（５件）
・民間事業者に対する資金の貸付
（31件 1,671,000千円（H30年度末現在
154,215
延べ件数））
・福祉環境アドバイザーの派遣（２件）
・協議会の開催（１回）

・協議会の開催のほか、表彰や福祉環境
アドバイザーを活用しながら、福祉のま
ちづくりの機運を醸成していく。
・関係機関に融資制度を周知する。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

北海道地域福祉支援計画本文

対応事業一覧
概要

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

61

市町村や民間が行う故郷的施設等の整備や、福祉人
材の養成の推進などハード・ソフト両面において福祉
のまちづくりを推進するための相談等に対応する。

〇 ヘルプマークやヘルプカードの普及
推進や障がい者登用駐車スペース
への理解促進のほか、学齢期から
の福祉教育等を通じ、高齢者や障が
いのある方に対する正しい理解を深
め、思いやりのある心を育む「心の
バリアフリー」の推進に努めます。

258,616

・福祉的配慮に優れた取組を表彰（５件）
・民間事業者に対する資金の貸付
（31件 1,671,000千円（H30年度末現在
154,215
延べ件数））
・福祉環境アドバイザーの派遣（２件）
・協議会の開催（１回）

介護従事者確保総合推進事業
（次世代の担い手育成推進事業）
小・中学校等に、福祉・介護に関する有識者をアドバ
イザーとして派遣し、講習会や体験学習等の授業を行
うことで、若年層の段階からの福祉・介護に関する理
解を深め、興味・関心を高めることにより、将来の福
祉・介護分野を担う人材としての育成を図る。

3,068

道内市町村のヘルプマークの普及促進の動きを踏ま
え、啓発事業を実施し、共生社会の実現を目指す。

63

〇 国や道、市町村等の関係機関で
構成する「北海道福祉のまちづくり
推進連絡協議会」において情報共
有や普及啓発に関する連携強化を
図るなど、関係者が道民とも一体と
なって福祉のまちづくりに取り組む
体制を整備します。

福祉のまちづくり推進費

「北海道まちづくり条例」に基づき、推進協議会を開催
し、国、道、市町村及び道民が一体となって取り組む
体制を整備する。

所管課

・協議会の開催のほか、表彰や福祉環境
アドバイザーを活用しながら、福祉のま
ちづくりの機運を醸成していく。
・関係機関に融資制度を周知する。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

・派遣学校等数（延べ50校）
・参加児童生徒数（延べ2,000名）

地域福祉
課
福祉人材
グループ

・実施状況調査や、広報広聴課を活用し
た普及啓発、引き続き道内の路線バス
運行会社への普及啓発の依頼等を実
施する予定

障がい者
保健福祉
課制度グ
ループ

・協議会の開催のほか、表彰や福祉環境
アドバイザーを活用しながら、福祉のま
ちづくりの機運を醸成していく。
・関係機関に融資制度を周知する。

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

再 掲（13）
・派遣学校等数（延べ33校）
2,442
・参加児童生徒数（延べ1,164名）

ヘルプマークの導入
62

H31
取組予定

再 掲（56）

福祉のまちづくり推進費

60

H30
主な実績

258,616

-

・市町村への実施状況調査や、広報広
聴課企画の映画タイアップポスターの
作成、道内の路線バス運行会社へス
テッカー・ポスター掲示等の普及啓発
の依頼

・福祉的配慮に優れた取組を表彰（５件）
・民間事業者に対する資金の貸付
（31件 1,671,000千円（H30年度末現在
154,215
延べ件数））
・福祉環境アドバイザーの派遣（２件）
・協議会の開催（１回）

北海道地域福祉支援計画本文

対応事業一覧
概要

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

農業経営における障がい者雇用推進事業費

64

農業経営における障がい者雇用の推進を図るため、
地域の農業関係者が障がいのある方の雇用に関する
理解醸成を推進するとともに、特別支援学校即行予
定者等に対する就農促進を図る取組を支援する。

803

66

子育てに取り組む世代を社会全体でサポートするとと
もに、多世代が支え合う「共生型地域福祉拠点」を持
続可能な取組としての機能強化や新たな拠点整備の
促進

〇 地域共生社会の実現に向け、「制
度の狭間」で様々な課題を抱えた
方に適切な支援ができるよう、保健
・医療・福祉はもとより、雇用・就
労、住まい、教育、産業など福祉以
外の他分野の関連計画に基づく施
策との横断的な連携の下、各種の
取組を推進します。

5,439

3,858

4,200,000 4,200,000
地域振興条例に基づき、人々が将来にわたり安心し
の内数
の内数
て暮らすことができる地域社会の充実に資することを
目的に、道内各地域の課題解決や地域活性化に向け
た取組に対し交付する。（我が事・丸ごと）

6,410

北海道福祉のまちづくり条例に基づき、普及啓発や推
進体制を整備するとともに市町村、民間事業者に対す
る支援等を行い、福祉のまちづくりを推進する。

6,410

・共生型地域福祉拠点促進支援・人材
養成事業（１件）
促進支援費 60,000円
人材養成費 25,000円

・障がい者職域開拓コーディネーターの
派遣（実施分野 ４分野）
・【林福連携】障がい者就労事例セミナー
の開催 （札幌 34人）

地域福祉
課地域福
祉推進グ
ループ

・地域づくり総合交付金により市町村等
の取組を支援

総合政策
部地域政
策課
地域政策
G
・
保健福祉
部地域福
祉課地域
福祉推進
グループ

（平成30年度で事業終了）

障がい者
保健福祉
課社会参
加グルー
プ

再 掲（56）

福祉のまちづくり推進事業

68

・共生型コーディネーター養成研修の実施 ・拠点運営個別相談会の実施（２回）
（道東、道北、道央、道南会場）
・企業及び団体等への拠点の取組に
・共生型講師養成研修の実施（１回）
対する協力依頼
・地域共生社会に向けたシンポジウムの
開催（１回）

再 掲（54）

地域づくり推進費（地域づくり総合交付金）

障がい者雇用の可能性がある産業の業界関係者に
コーディネーターを派遣するなどして、障がい者雇用
の理解促進を図る。

所管課

再 掲（８）

障がい者の多様な社会参加促進事業
67

H31
取組予定

・福祉事業者と農業者等との相互理解
・障がい者など、多様な地域人材の農業
（福祉事業者側：農作業の留意点や農
参画の促進等について、地域全体で取
業側ニーズの把握、農業者側：障が
り組んでいく枠組みを構築し、全道への
い者就労への理解醸成）を深めること
波及を図る。
農政部農
521
を目的としたセミナーを開催。
（※当該事業はH30年度で廃止。
業経営課
（１回（札幌市）参加者２２２名）
H31年度は農業経営確立支援事業
・特別支援学校卒業者の就農促進を図
費（農業・農村の新しい働き方確立
るため、特別支援学校の教員との意見
支援）の中で実施）
交換実施（２校）

共生型地域福祉拠点推進強化事業費
65

H30
主な実績

258,616

・福祉的配慮に優れた取組を表彰（５件）
154,215 ・民間事業者に対する資金の貸付
（31件 1,671,000千円（H30年度末現在
延べ件数））
・福祉環境アドバイザーの派遣（２件）
・協議会の開催（１回）

地域福祉
課地域福
・協議会の開催のほか、表彰や福祉環境 祉推進グ
アドバイザーを活用しながら、福祉のま ループ
ちづくりの機運を醸成していく。
・関係機関に融資制度を周知する。

対応事業一覧
概要

北海道地域福祉支援計画本文

H30予算額 H31予算額
(単位:千円) (単位:千円)

H30
主な実績

H31
取組予定

所管課

道営住宅整備事業

・北海道住生活基本計画に基づき、ユニ
バーサルデザインの視点にたった道営
北海道住生活基本計画に基づき、ユニバーサルデザ 6,231,000 6,231,000
住宅を整備
インの視点にたった道営住宅を整備し、子どもからお
(H30年度着工戸数：121戸)
年寄りまで安心して豊かに暮らせる住まいの実現を図

69

・ユニバーサルデザインの視点にたった
道営住宅を整備

建設部住
宅課

る。

民間住宅等関連事業推進費
（高齢者住まい法施行費）
70

71

〇 地域共生社会の実現に向け、「制
度の狭間」で様々な課題を抱えた
方に適切な支援ができるよう、保健
・医療・福祉はもとより、雇用・就
労、住まい、教育、産業など福祉以
外の他分野の関連計画に基づく施
策との横断的な連携の下、各種の
取組を推進します。

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき実施
しているサービス付き高齢者向け住宅の登録事務等
に対応する。

-

-

・サービス付き高齢者向け住宅の登録
状況（472棟 19,490戸（全道合計））

・事業者向け説明会の開催などにより、
サービス付き高齢者向け住宅の登録
促進を図る。

建設部住
宅局建築
指導課

-

-

・住宅要確保配慮者円滑入居賃貸住宅
の登録状況（32戸（全道合計））

・事業者向け説明会の開催や不動産業
界団体の研修会において、住宅の登
録促進を図る。

建設部住
宅局建築
指導課

・特別支援連携協議会及び専門家チー
ム会議(年2回､14管内）
・巡回相談の実施、特別支援教育充実
セミナー、進路指導協議会、就学事務
担当者会議（年１回､14管内）
・特別支援学級リーダー教員研究協議会
（１回）
・幼児期に携わる方のための特別支援
教育研修会(１回）

教育庁学
校教育局
特別支援
教育課

民間住宅等関連事業推進費
（住宅セーフティネット法施行費）
住宅セーフティネット法改正に伴う住宅確保要配慮者
円滑入居賃貸住宅の登録事務等に対応する。

特別支援教育総合推進事業

72

発達障がいを含む特別な支援を必要とする幼児児童
生徒に対する切れ目のない支援のため、専門的知識
の有する者による巡回相談、教員研修、保健福祉部
との連携による一貫した支援を行う推進地域指定な
ど、特別支援教育の体制を整備する。

7,003

・特別支援連携協議会及び専門家チー
ム会議(年2回､14管内）
・巡回相談の実施、特別支援教育充実
セミナー、進路指導協議会、就学事務
6,837 担当者会議（年１回､14管内）
・特別支援学級リーダー教員研究協議会
（１回）
・幼児期に携わる方のための特別支援
教育研修会(１回）

