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令和２年度（2020 年度）北海道社会福祉審議会定例会 議事録 

 

日時：令和２年（2020 年）10 月 12 日（月）13：30～ 

場所：ホテルポールスター札幌２階「セレナード」 

 

○ 総務課 佐々木政策調整担当課長 

予定の時刻となりましたので、令和２年度北海道社会福祉審議会定例会を開催させていた

だきます。 

 各委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 本日の進行を務めさせていただきます保健福祉部総務課政策調整担当課長の佐々木と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 本日の定例会の出席状況でございますが、委員３３名中、２２名のご出席で、過半数を超

える方々のご出席をいただいておりますことから、北海道社会福祉審議会条例第５条第３項

の規定により、本日の会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

開会にあたりまして、北海道保健福祉部長の三瓶より、ご挨拶を申し上げます。 

 

○ 三瓶保健福祉部長 

北海道保健福祉部長の三瓶でございます。 

令和２年度北海道社会福祉審議会定例会の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

委員の皆様方には、大変お忙しい中、本審議会にご出席いただき厚くお礼申し上げますと

ともに、日頃から、本道の社会福祉の推進、道民生活の向上にご尽力をいただいております

ことに対しまして、この場をお借りしまして、心から感謝を申し上げます。 

さて、道内では、依然として、新型コロナウイルス感染症の新規患者が発生しておりまし

て、予断を許さない状況が続いておりますことから、中長期的な視点に立ち、効果的な感染

症対策を推進していく必要があると考えております。 

そのため、道では、相談体制の整備や検査体制の強化・充実を図るとともに、患者の重症

度に応じました受入病床や軽症者用の宿泊療養施設を確保するなど、医療提供体制の整備な

どを進めてきたところですが、今後は、インフルエンザの流行期に向け、発熱患者の方々が

身近な地域で相談・診療・検査を受けることができる体制を進めるなどして、道民の皆さん

が安心して必要な医療を各地域で受けることができるよう、感染症対策に万全を期してまい

りますので、今後とも皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

さて、本道では、人口減少問題などへの対応が、喫緊の課題となっている中、北海道創生

総合戦略に掲げます「重点戦略プロジェクト」を中心として、少子化対策や経済活性化の様々

な基礎づくりを進めているところでございます。 
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 引き続き、安心して生み育てたいという希望を叶え、本道の未来を担う子どもたちの成 

長を支えるための環境づくりや、雇用の創出、地域産業の育成・強化などを重層的に進め、

戦略の目標達成に全力で取り組んで参りたいと考えております。 

また、全国を上回るスピードで少子高齢化が進む中、結婚や出産を望む方々の希望がか 

ない、子どもたちが幸せに育つことができる地域社会の実現を目指しまして、妊娠・出産、

子育てなどのライフステージに応じた切れ目のない少子化対策を進めるため、今後とも市

町村や関係機関と連携を深めながら、様々な施策に取り組むこととしております。 

さらに、障がいがある方や高齢者などの就労、社会参加の促進を図るなど、誰もが共に支

え合い、発展できる社会の構築を進めていくほか、福祉人材の確保や福祉サービスにおける

基礎整備など分野横断的に共通して取り組むべき施策を推進してまいります。 

本日は、昨年度の審査及び審議状況などの報告の上、社会福祉に関する事項につきまして、

専門的な見地から審議していただく予定でございますので、委員の皆さまには、それぞれの

お立場から忌憚のないご意見をいただければと考えております。 

結びになりますが、私どもといたしましては、道民生活の基礎を支える保健・医療・福祉

の向上に向け、最大限の努力をしてまいりたいと考えております。委員の皆さまのご理解と

ご協力をお願いし、簡単ではありますが、開会に当たりますご挨拶とさせていただきます。  

本日はよろしくお願いいたします。 

 

○ 総務課 佐々木政策調整担当課長 

続きまして、加藤委員長からご挨拶をお願いします。 

 

○ 加藤委員長 

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、皆様方には、北海道の社会福祉の推進にご尽力いただいておりますことに、心から

敬意を表する次第でございます。 

ただいま保健福祉部長からのご挨拶にもございましたが、新型コロナウイルス対策につき

ましては、私どもを含め、福祉関係者の皆さん本当に心を痛めている、毎日頭を悩ませてい

るのではないかと思っております。自分のことを申し上げますと、私どもの施設では、ほと

んど１週間に１人から２人 PCR 検査を行っている状態でございます。今、国からの指針で、

発熱をした職員については、PCR 検査を行うことになってございますので、PCR 検査を受け

る職員が出ますと、その職員が関連した方々がどれくらいいるのかということを行っており、

毎日厳戒態勢の中で暮らしております。そういった意味では、福祉に携わる皆様、特に職員

の皆様たちは毎日緊張状態でおりますから、やはりちょっと精神的な問題で、悩みを抱える

職員も出てきている状況でございます。 

ただ、こういう状況の中で、是非明るい北海道、福祉を作っていかなければならないと思

っておりますので、どうか皆様方の忌憚のない専門家のご意見をこの審議会の中でお寄せい
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ただきまして、それを北海道行政の中に生かしていただければ、この審議会の意義があるの

ではないかと思っております。本日予定しております事項は多岐にわたっておりますので、

是非皆様方のスムーズなご審議にご協力をいただき、お願いを申し上げまして、私の挨拶と

させていただきます。本日はご審議よろしくお願いいたします。 

 

○ 総務課 佐々木政策調整担当課長 

ありがとうございました。 

次に、昨年８月に開催しました定例会の後に、委員の異動がございましたので、新たに就

任された委員をご紹介させていただきます。 

 

（以下、委員紹介） 

 

始めに、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟会長 佐川徹委員でございます。 

続きまして、日本赤十字社北海道支部事務局次長 杉原茂委員でございます。 

続きまして、一般社団法人北海道里親会連合会会長 鈴木三千恵委員でございます。 

続きまして、北海道医療大学看護福祉学部教授 竹生礼子委員でございます。 

以上の４名の方でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

続きまして、北海道保健福祉部の幹部職員を、ご紹介させていただきます。 

改めてでございますが保健福祉部長の三瓶でございます。 

少子高齢化対策監の京谷でございます。 

次長の植村でございます。 

次長の原田でございます。 

福祉局長の佐賀井でございます。 

子ども未来推進局長の鈴木でございます。 

障がい者支援担当局長の新井でございます。 

それでは、これからの議事の進行につきましては、加藤委員長にお願いいたします。 

 

◯ 加藤委員長 

 それでは、座って審議を進めさせていただきます。お手元の会議次第に沿って進めてまい 

ります。 

会議次第４の説明事項についてでございます。 

「令和２年度保健福祉部重点施策と予算の概要」について、事務局からご説明をお願いしま

す。 

 

○ 総務課 佐々木政策調整担当課長 

「令和２年度保健福祉部の重点政策と予算の概要」につきまして、配付している資料１に
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基づき説明させていただきます。 

予算の概要の説明に当たりまして、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により社

会福祉審議会の開催時期が遅れましたので、はじめに「令和２年度当初予算の概要」につい

てご説明させていただき、その後、補正予算の概要につきましてもご説明をさせていただき

ます。 

まず、当初予算の概要についてでございますが、当部所管の当初予算は、上段の表の太枠

の中のアンダーライン部分になりますが、一般会計 4,488 億 1,577 万円、国民健康保険事業

特別会計 4,896 億 1,330 万５千円、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 9 億 6,606 万８

千円となっておりまして、合計 9,393 億 9,514 万３千円を計上しております。 

予算額増減の主な要因としましては、下段の右側に記載しておりますが、一般会計では、

後期高齢者医療給付事業費負担金や子どものための教育・保育給付費負担金、介護給付・訓

練等給付費負担金などの義務的経費の増加に加え、旭川肢体不自由児総合療育センター改築

事業費が増加となっており、社会福祉施設整備事業費（災害復旧）や幼児教育無償化実施事

業費（システム改修費用）が減となっております。 

次に令和２年度補正予算の概要について説明します。 

次のページをご覧ください。今年度は、新型コロナウイルス感染症の対策としまして、国

の緊急経済対策等を踏まえ、１定追加補正予算から、３定補正予算までに 1,710 億 1,901 万

8 千円を計上し、この補正額を加えますと、保健福祉部関連予算の総額は、5,893 億 5,967 万

6 千円となります。これらの予算を有効に活用いたしまして、感染症対策を含みます当部の

施策を推進しているところでございます。 

補正予算に計上しております新型コロナウイルス感染症対策の主な事業を次のページにま

とめておりますので、次のページをご覧ください。資料の上段は、保健・医療分野、下段は

福祉分野の事業を掲載しております。保健・医療分野では、事態の先を見据えた相談・検査、

医療提供体制の継続的な確保や第３派以降に備えた検査体制、医療提供体制の更なる強化な

どに取り組むこととしておりまして、福祉分野では、福祉サービスの継続的な確保や第３派

以降に備えた集団感染対策などに取り組むこととしております。 

次に、保健福祉部における「令和２年度の重点政策」の概要について、ご説明させていた

だきます。次のページをご覧ください。 

本道の合計特殊出生率は「1.24」と、全国平均の「1.36」を大きく下回る一方、高齢化率は

「31.1％」と、全国平均の「28.1％」を上回る状況で、人口減少や少子・高齢化が急速に進ん

でいることなどから、保健医療福祉分野における様々な地域課題が生じております。 

当部といたしましては、こうした地域の課題に対応し、「北海道総合計画」に掲げる「安

全で安心して心豊かに住み続けることができる活力ある地域社会」の実現に向けまして、「令

和２年度重点政策のポイント」として記載しておりますが、子どもの成長を支える環境づく

りと少子化対策の推進から医療・福祉サービスを担う人材の確保までの４点を重要な柱とし
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ながら、関連分野の施策や事業とも連携を図りつつ、保健・医療・福祉サービスを円滑かつ

適切に提供するための基盤づくりを着実に進めることとしております。 

これら４つの柱について、その進め方などを説明させていただきます。 

まず、「子どもの成長を支える環境づくりと少子化対策の推進」についてでありますが、

「安心して生み育てたいという希望を叶え、子どもの成長を支える環境づくり」を進めるた

め、子どもの貧困対策などの「環境づくり」や「結婚」、「妊娠・出産」、「子育て」などの

ライフステージに応じた多様な支援方策に取り組むこととしております。 

次に、「暮らしを守る地域医療の確保と健康づくりの推進」についてでありますが、「地

域に必要な医療の確保や健康で安心して活躍できる社会づくり」を進めるため、医師確保対

策をはじめとしました「地域医療」の確保や、がん対策の推進などによる「健康づくり」に

取り組むこととしております。 

次に、「誰もが暮らしやすい社会の構築」についてでありますが、「誰もが共に支え合い

発展できる社会の構築」を進めるため、生活困窮者などへの支援によるセーフティネットの

充実・強化、「共生型社会」の構築に向けた共生型地域づくりの推進や「視聴覚障がい者情

報提供施設の運営」をはじめとする「障がい者支援」、また、認知症対策などの｢高齢者への

支援｣に取り組むこととしております。 

続いて「医療・福祉サービスを担う人材の確保」についてでありますが、「医療や福祉サ

ービスに必要な人材の確保とキャリア形成」を進めるため、医師、看護師、薬剤師などの「医

療人材の確保」や介護職員や保育士など「福祉人材の確保」に向けて、介護ロボット等の導

入による勤務環境の改善、修学資金等の貸付などによる保育人材の量的確保・質の向上など

に取り組むこととしております。 

当部といたしましては、この４点を重点政策に掲げる柱として、他部との連携も視野に入

れながら、様々な施策をきめ細やかに展開するとともに、地域との連携を密にして、保健・

医療・福祉部門が一体となり、人口減少、少子化、高齢化といった難局に適切かつ的確に対

応していけるよう、努めてまいる考えでございます。 

次に、現在、喫緊の課題として取り組んでおります新型コロナウイルス感染症対策につき

まして、次のページをご覧ください。 

道では、「感染症に強い北海道の構築に向けて」、新型コロナウイルス感染症対策に関す

る基本方針に基づき、感染症をおさえる「まん延の防止」、日常をかえる「行動の変容」、そ

して、感染拡大にそなえる「早期発見と対策」の３つの取組を進めております。 

具体的な対策としては、「感染拡大の早期発見」として、相談体制の整備や検査体制の充

実・強化、「感染拡大の防止」として、保健所機能の強化、「医療提供体制の確保」としまし

ては、患者の重症度に応じた受入病床の確保や軽症者用の宿泊療養施設の確保、「集団感染

への対応」としましては、施設等の感染拡大防止対策や、医療・介護従事者等の応援体制の

構築などを進め、感染症に強い北海道を構築することとしております。 
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道内では、ここ数日、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大傾向にあり、予断を許さな

い状況にありますが、今後も引き続き、感染拡大防止に向けた取組をより一層徹底してまい

ります。 

説明は、以上になりますが、本審議会の委員の皆様におかれましては、今後とも道の施策や

事務事業などにご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。以上でございます。 

 

◯ 加藤委員長 

 どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等はござ

いませんでしょうか。  

 

（質問、意見なし） 

 

それでは、次の議題に移らせていただきます。会議次第５の「報告事項」についてでござ 

います。 

（１）にございます「令和元年度民生委員審査専門分科会の審査状況」についてご説明をお

願いいたします。 

 

○ 地域福祉課 今泉課長 

 地域福祉課長の今泉でございます。すみませんが、座ってご説明させていただきます。 

令和元年度における民生委員審査専門分科会の審査状況につきまして、資料２に基づき説

明をさせていただきます。 

   まず、資料２の３ページをお開き下さい。３ページの１の民生委員の概要についてで 

ございますが、民生委員の設置根拠につきましては、民生委員法第３条の規定により市町 

村に民生委員を置くこととされ、同時に児童福祉法第１６条により民生委員になった方は、

同時に児童委員となることとされております。 

また、民生委員の身分は、非常勤の特別地方公務員、報酬は無報酬、知事の推薦により厚

生労働大臣が委嘱することとされております。下段の３の民生委員の定数ですが、民生委員

法の第４条に基づきまして、市町村毎の定数を条例で定めることとされており、民生委員の

任期は３年とされておりますので、３年毎に見直しを行います。令和元年度は、この見直し

の年に当たり、定数は札幌市、旭川市、函館市の政令市・中核市を除いて、１番下段の道内

の定数８,４７８人となっております。 

次に、４ページ目をお開きください。４ページの「４ 民生委員委嘱フロー図」でござい

ますが、まず、上段でご本人の承諾をいただいた上で、市町村民生委員推薦会から市町村長

に推薦があり、それを受けて、市町村長から北海道知事に推薦があります。 

知事は、市町村から推薦のあった候補者につきまして、④、⑤のとおり、社会福祉審議会

の意見を聴くよう努めるものとされております。 
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平成２５年度までは、常に、社会福祉審議会の意見を踏まえ、厚生労働大臣への推薦を行

っていたところでございますが、平成２６年の法改正により、市町村民生委員推薦会の推薦

から厚生労働大臣の委嘱まで相当の期間を要する現状にあることから欠員補充対応の迅速

化・効率化など委嘱手続きを簡略化するため、「審議会の意見を聴くように努めるものとす

る」という法改正がなされまして、このことを踏まえまして、一斉改選時及び道が特に必要

と認めた場合にのみ審議会の意見を聴くこととしております。このため、欠員補充時は審議

会の意見聴取を行わずに推薦をすることとさせていただいているところでございます。 

なお、政令市及び中核市につきましては、独自に審議会に諮っているところでございます。

それでは、１ページにお戻りください。１ページ目の令和元年度の専門分科会の「１．開 

催状況」でございますが、昨年度は一斉改選を１２月に実施しており、それに向けて、専門 

分科会を２回開催しました。 

なお、２回開催している理由としては、当初の分科会までになかなか候補者が揃わなかっ

た市町村が多くあったため、再度、可能な限り期限を延長しまして、市町村から追加で推薦

があった候補者に対し、分科会を開催して審査を行ったものです。 

また、昨年１１月末で任期満了を迎えた方は８，２２０名でしたが、市町村からの１２月

からの新たな民生委員の推薦は、８，１５６名の候補者にとどまったこととなります。 

次に「２．厚生労働大臣への推薦状況」についてでございますが、昨年度は、任期途中で

解嘱された方は１３７名となっており、この補充や不足している地区の推薦を行った方は、

１８４名いらっしゃいます。 

なお、一斉改選分についてですが、分科会と同じく、２回に分けて推薦しておりまして、

それぞれ、９月に７，４０２名、１１月に７５３名となっております。 

また、参考として、現在、民生委員の委解嘱の事務は市町村へ権限委譲ができることとさ

れておりますが、道内では東川町のみが権限委譲を受けており、道分科会の審議を経て、２

０名を厚生労働大臣へ直接、推薦している状況でございます。  

次に２ページをお開きください。まず、資料の上段「① 平成３０年度末現在数」ですが、

平成３０年度末においては、政令市、中核市を除きまして、８，２７２名の現在数でござい

ます。下段の令和元年度末の現在数は、８，２０５名となっておりまして、前年の平成３０

年と比べ６７名の減少となっております。欠員につきましても、２２７名から２７３名と４

６名の増加となっております 

また、右側の児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員につきましては、平

成３０年度末時点で、定数７５７名に対しまして、７４０名が委嘱され、１７名の欠員に対

しまして、令和元年度末時点では、定数７５７名に対し、委嘱者は７３８名で、１９名の欠

員であり、欠員は前年度と比べ２名の増加となっております。 

以上で、民生委員審査専門分科会の審議状況などについてのご報告を終わらせていただき

ます。 
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◯ 加藤委員長 

 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等はございます

でしょうか。 

 

（質問、意見なし） 

 

よろしいでしょうか。それでは次に、（２）「令和元年度身体障害者福祉専門分科会審査

部会の審査状況」についてご説明をお願いします。 

 

○ 障がい者保健福祉課 田原課長補佐 

 障がい者保健福祉課の田原と申します。よろしくお願いします。座って説明をさせてい 

ただきます。 

それでは、資料３の１ページをご覧いただきたいと存じます。令和元年度身体障害者福祉 

専門分科会審査部会の審査状況についてご説明をさせていただきます。１の「身体障害者福 

祉法に基づく医師の指定に係る審査」についてでございますが、この審査は、身体障害者手 

帳の交付申請に添付する診断書の記載をする医師の指定に関する審査となってございます。 

令和元年度は開催回数が 12 回、審査件数が 99 件であり、99 件すべてが指定されており

ます。なお、※で記載されておりますとおり、指定件数と実人員に５名の差が生じておりま

すのは、診療科毎に指定を行っているため、複数の診療科で指定を受けているドクターがい

るためでございます。 

次に、２の「障害者総合支援法に基づく自立支援医療機関の指定等に係る審査」について

でありますが、開催回数が５回、審査件数が 12 件であり、12 件全てが指定されております。 

次に、３の「身体障害者手帳交付に係る障害程度の審査」についてでありますが、審査回

数が 12 回、延べ審査件数が 317 件となってございます。延べ件数から実件数を引いた９件

につきましては、※で記載しておりますとおり、審議において疑義が生じ、診断書を作成し

た指定医に対して照会する必要があり、複数回審査しているためでございます。実審査件数

308 件についてでございますが、手帳交付の非該当としたものが 257 件、診断書に記載され

た医師の意見どおりの判定が 26 件、その他の等級としたものが 25 件となってでございま

す。 

最後に、４の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定等処分に対する不服申し立てに

関する審査」についてでございますが、この手当は重度の障がいを有し、常時介護又は援助

を必要とされる障がい児者がおられる場合に支給されるものでございまして、その処遇に対

する不服申し立てに関する審査を２回開催し、延べ２件の審査を行ってございます。 

 その２件の内訳は、特別障害者手当についての認定内容に対する異議申し立てについて審 

査しており、結果２件とも棄却とされております。 



9 

 

次に、添付しております２ページから 15 ページまでの資料は、ただいまご説明した件数の

内訳や制度の概要、指定要件等となっているため、後ほどお目通しをいただければと思いま

す。以上でございます。 

 

○ 加藤委員長 

 どうもありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等はご

ざいませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

よろしいでしょうか。それでは次に、（３）「令和元年度児童福祉専門分科会の審議状況」

について、ご説明願います。 

 

○ 子ども子育て支援課 齊藤自立支援担当課長 

 子ども子育て支援課自立支援担当課長の齊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。それでは、座ってご説明させていただきます。 

資料４をご覧ください。児童福祉専門分科会に設置されております 2 つの部会の開催状況

につきましてご報告させていただきます。 

まず、１ページ目の「検証・処遇部会」は、計２回開催しております。審議事項について

は、１件ございまして、内容としては、子どもの施設入所措置に係る家庭裁判所への申し立

てについての適否についてご審議いただきまして、いずれも承認をいただいております。 

また、報告事項については、合計１５件ございます。施設入所に係る過去の審議案件につ

いての経過報告が３件ございました。被措置児童に対する虐待通告に係る措置状況の報告が

１２件ございました。 

めくっていただきまして、２ページ目の「里親・保育部会」については、計３回開催いた

しました。一つ目の表になりますが、里親の認定でございまして、合計３８件６３名のすべ

ての方の認定の答申をいただいております。 

なお、右下の表ですが里親の登録更新１９９件、登録取消４７件についてご報告をさせて

いただいております。 

また、２つ目の表になりますが、保育所の設置認可に関して、計９件、３つ目の表になり

ますが、幼保連携型認定こども園の設置については、３回の開催で１４件ございまして、す

べて認可の答申をいただいてございます。以上でございます。 

 

○ 加藤委員長 

 どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等はござ

いませんか。 
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（質問、意見なし） 

 

よろしいでしょうか。それでは次に、（４）「令和元年度地域福祉支援計画専門分科会の 

審議状況」について、ご説明をお願いします。 

 

○ 地域福祉課 今泉課長 

 地域福祉課長の今泉でございます。座ってご説明させていただきます。 

資料５をお開きください。地域福祉支援計画専門分科会につきましては、平成３０年３月

に策定しました「北海道地域福祉支援計画」に係る取組の推進管理等を行うこととして、設

けられたものでございます。 

令和元年１１月に分科会を開催しまして、主な議題としては、北海道地域福祉支援計画の

指標の推進状況や新たに定めることとなった「北海道無料低額宿泊所の設備及び運営に関す

る基準を定める条例」の素案について報告し、協議を行いましたので、その概要についてご

説明させていただきます。 

まず１点目に、本計画は、「安心して心豊かに暮らすことのできる地域共生社会の実現」

を目指した、市町村の地域福祉計画の取組を広域的かつ専門的な見地から支援するとともに、

福祉分野に共通又は分野横断的に取り組む施策等を推進する計画として、平成３０年度から

６年間の計画期間として策定しております。 

その中で、計画には６つの指標を掲げており、その推進状況について、報告させていただ

きます。 

まず１点目ですが、「北海道福祉人材センターの支援による介護職員の就業者数」につい

てでございますが、近年の少子化の進展に伴いまして、人手不足が進行する中、特に、介護

職員の確保が喫緊の課題となっています。こうした中、道社協が運営する北海道福祉人材セ

ンターでは、介護職員の就業支援を行っておりまして、本計画においても、令和７年度の年

間就業者数が２３０人となるよう指標を掲げております。 

本指標に関しては、平成３０年度の就業者が１５０人（６５．２％）でございまして、今

後、更なる就業者確保に取り組むこととしております。 

次に、「地域の包括的な支援の核となる人材養成数」についてでございますが、平成２９

年の社会福祉法の改正におきまして、市町村に包括的な支援体制を整備することを義務付け

ておりますが、小規模市町村などでは、人材養成を行うことが困難であるという現状を踏ま

えまして、人材の養成について支援を行うものです。 

この人材の具体例としては、「共生型地域福祉拠点」での支え合いの取り組み行う「共生

型コーディネーター」や道社協で研修事業を行っているコミュニティソーシャルワーカー 

（ＣＳＷ）等を想定しておりまして、令和５年度までに全市町村に１名以上養成されること 

を目指しております。平成３０年度は、１４７市町村（８２．１％）で養成されている状況 

でございます。 
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次に、「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル策定市町村」についてでござい

ますが、近年、大規模災害が多発する中で、ボランティア支援に注目が集まるとともに、ボ

ランティアが円滑に活動できるよう調整する災害ボランティアセンターの重要性にも注目が

高まっております。こうした中、平成２９年度、道社協に北海道災害ボランティアセンター

が常設されまして、平時から各地域で連携体制を構築するとともに、大規模災害時に市町村

毎で設置される災害ボランティアセンターが、円滑に設置・運営されるよう、設置場所や資

金面等について、平時から関係機関等と調整し、社協でマニュアルを策定するよう推進して

いるところでございまして、道としても、市町村に協力を要請するなど取組を支援している

ところでございます。 

策定の状況については、平成３０年度末では、２９市町村（１６．２％）となっており、 

今後、一層の働きかけを行い、取組を進めていくこととしております。 

次の「市町村福祉避難所の指定状況」については、障がいのある方や妊婦など、災害時に

一般避難所で他の避難者と同様に避難生活をすることが困難な方に対しまして、バリアフリ

ー化などがされ、安全に避難生活を送れる福祉避難所を令和元年度までに全市町村で指定さ

れるよう取組を進めるものですが、平成３０年度末では、１７７市町村（９８．９％）で指

定がされております。 

次に、「市町村地域福祉計画策定市町村」については、全市町村での地域福祉計画が策定

されるよう指標を掲げる中で、平成３０年度で、９１市町村（５０．８％）での策定となっ

ています。本指標は、社会福祉法の改正に伴い、市町村での策定が努力義務化されたもので

あり、道では、平成３０年３月にガイドラインを策定し、市町村に周知するなど、各市町村

での計画策定が推進されるよう働きかけているほか、未策定の市町村に直接赴き、計画策定

の必要性や策定に係る技術的助言を行うなど、目標達成に向けてより一層取組んでいるとこ

ろです。 

最後に「共生型地域福祉拠点設置市町村」につきましては、道で推進している、高齢者や

障がいのある方、子どもなど、住民の誰もが地域の中で交流し、互いに支え合うとともに、

地域の企業や教育機関などの地域資源とも連携しながら、地域課題を解決に導く場となる「共

生型地域福祉拠点」が、令和元年度までに全市町村で設置されるよう指標として掲げたもの

です。平成３０年度時点で、１６０市町村（８９．４％）で設置されております。 

次に下段になりますが、平成３０年の社会福祉法の改正により、無料定額宿泊所の設備及

び運営に関する基準につきましては、厚生労働省の基準省令に基づき、各都道府県が条例を

定めることとされ、北海道においても、素案を取りまとめ、パブリックコメントの実施結果

等を踏まえながら、分科会委員の皆様にご意見を伺ったところでございます。 

なお、この条例につきましては、道議会でご議論をいただき、令和２年４月から施行とな

っておりますので、併せてご報告いたします。以上でございます。 
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○ 加藤委員長 

 どうもありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等はご

ざいませんか。 

 

○ 公募委員 髙田委員 

髙田と申します。今ご説明いただいた中で、「災害ボランティアセンター設置・運営マニ

ュアル策定市町村」で目標が１７９市町村ですが、平成３０年度の達成率で２９市町村１６．

２パーセントということなんですが、この辺の原因というのはどんなことなんでしょうか。

お教えいただけないでしょうか。 

 

○ 地域福祉課 今泉課長 

「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」につきましては、各市町村が市町村

名を入れていただければマニュアルとして活用できるひな型をお示しさせていただいている

ところですが、平成３０年度末につきましては、２９市町村ですが、平成３１年度末におい

ても３３市町村ということで、なかなか芳しくない状況でございます。基本的には、市町村

の方に事務的な部分でお手数をかけるものではないと認識しておりますので、できるだけ早

めに「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」が策定され、いつ災害がおきても

対応できるよう働きかけていきたいと考えております。 

 

○ 公募委員 髙田委員 

 ありがとうございました。 

 

○ 加藤委員長 

 よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。それでは、報告事項を終わりまして、 

会議次第６の「協議事項」について進みたいと思います。 

「北海道社会福祉審議会運営規程の一部改正」について、ご説明をお願いします。 

 

○ 総務課 佐々木政策調整担当課長 

 総務課の佐々木です。私から北海道社会福祉審議会運営規程の改正案につきまして、ご説

明を申し上げます。座って説明させていただきます。 

資料６をご覧ください。改正案の内容としましては、「北海道社会福祉審議会運営規程（昭

和39年２月17日審議会決定）第５条」において、各部会における調査審議内容を記載してお

りますが、その中の「（２）児童福祉専門分科会」の「ア 検証・処遇部会」に「（オ）特別養

子縁組に関すること」を追加するものです。 

改正の趣旨についてでございますが、本年４月１日に「家事事件手続法」及び「児童福祉

法」が改正施行され、特別養子縁組の成立に関する制度の見直しがなされ、これまで特別養
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子縁組の成立審判手続は、養親になりたい者が、すべての手続きを裁判所に対して行ってお

りましたが、この法改正によりまして、特別養子縁組の成立審判手続きとして二段階手続が

導入され、これまで養親になりたい者が行っていた手続きのうち第一段階手続きの「特別養

子適格の確認の審判」については、児童相談所長についても、申立ができるようになりまし

た。 

これまでと同様、養親になりたい者につきましても、申立はできますが、あえて児童相談

所長が申立をする事例として想定されますのは、子どもの実親の同意が得られず、実親と養

親になりたい者との対立が予想される場合や、実親の不適切な養育状況について詳細な立証

が必要となる場合など、対応が難しい事例になることが考えられます。 

そのため、児童相談所長が申立が必要だと判断した場合におきましては、その申立の主張

等の妥当性について、各専門家の方々で構成されております「検証・処遇部会」において、

ご意見をいただきたいと考えております。 

以上のことから、「特別養子縁組に関すること」を「検証・処遇部会」において審議できま

すように、運営規程の一部を改正させていただきたく、改正案を提出しますので、ご審議の

程、よろしくお願いいたします。 

 

◯ 加藤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

それでは、当審議会として、この改正を了承いたします。皆様よろしいでしょうか。 

 

 （賛成の声） 

 

 ありがとうございます。 

それでは、北海道社会福祉審議会運営規程の一部改正については、了承することといたし

ます。 

それでは、最後になりますが、「その他」について、今日の全般の問題でも構いませんが、

何かご意見・ご発言のある委員の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

その他、事務局から説明はありますか。 
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（特になし） 

 

ほぼ１時間程度で本日予定されております審議事項は全て終了しました。皆様方にはスム

ーズなご審議にご協力をいただきましたことをお礼申し上げます。それでは事務局へお返し

します。 

 

○ 総務課 佐々木政策調整担当課長 

本日はありがとうございました。以上を持ちまして、令和２年度北海道社会福祉審議会定

例会を終了いたします。本日は、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうご

ざいました。 

 


