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令和３年度（2021 年度）北海道社会福祉審議会定例会 議事録 

 

日時：令和３年（2021 年）10 月 14 日（木）14：00～ 

場所： TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前  ５階  ホール５ C 

 

○ 総務課 森政策調整担当課長 

予定の時刻となりましたので、まだ見えられていない委員の方もおられますけれども、令

和３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、お忙しいところご出席を賜り、誠にありがとうございます。審議会の委員長が選出

されるまでの間、進行役を務めさせていただきます、北海道保健福祉部総務課政策調整担当

課長の森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本審議会につきましては、新型コロナウィルス感染症の影響で開催時期などを検討してお

りましたところ、例年よりも遅い開催となりましたことをお詫び申し上げます。 

  それでは、まず、本日の会議の進め方について説明させていただきます。本日Webでご参加

いただいている委員の皆様は、ご発言の時以外はマイクをミュートにし、発言の際は、Zoom

サービス内の下段の「リアクション」ボタンの中にある「手を挙げる」ボタンのクリックを

お願いいたします。指名をされましたら、マイクのミュートボタンを解除の上、ご発言いた

だきまして、発言終了後、再度ミュートにしていただきますようよろしくお願いいたします。 

 次に、本年度は、３年ごとの委員の改選年でございますので、新たに委員となられました

11名の方につきまして、配布させていただいております委員名簿の順に従いまして、ご紹介

させていただきます。 

 なお、Webでご参加の委員の皆様は、大変恐れ入りますが、お名前をお呼びしました際に、

挙手をお願いいたします。また、各委員の所属につきましては、名簿のとおりとなっており

ますので、この場では省略させていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、相内委員、上岡委員、桐木委員、笹田委員、澤田いずみ委員、澤田乃基委員、高

津委員、波田委員、松家委員、三浦委員。澤口委員につきましては、本日欠席となってござ

います。 

本日の定例会は、委員総数３４名中、２２名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。 

次に、本日配布しております資料についてでございます。資料は、次第、出席者名簿、委

員名簿、資料１から６、参考資料となってございます。不足等はございませんでしょうか。 

よろしいようですので、会議の開催に当たりまして、北海道保健福祉部長の三瓶より、ご

挨拶を申し上げます。 
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○ 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。着座のままご挨拶させていただきます。 

 令和 3 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。

また、日頃から、本道の社会福祉の推進、道民生活の向上に多大なご尽力をいただいており

ますことに対しましても、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、「緊急事態宣言」が９月３０日で解除となりましたが、北海道では、より一層、感染

症対策の推進に資するよう、積極的疫学調査の徹底等による早期探知・早期介入に加えまし

て、新型コロナウイルス感染症の病床の確保や臨時医療施設の設置を進めるとともに、安心

して自宅で療養できますよう、支援体制の充実に努めるほか、希望する道民の皆様が一日も

早く、円滑にワクチン接種を終えることができますよう、市町村に対しまして支援を行って

いるところでございます。 

 道といたしましては、今後とも、道民の皆様の命と健康、暮らしを守るため、市町村や医

師会、関係団体の皆様方と連携を図りながら、感染症を取り巻く様々な状況変化も踏まえな

がら、感染症危機管理対策に全力で取り組んでまいります。 

 また、現在、全国を上回るスピードで北海道は少子高齢化が進む中、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

ジに応じまし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ございます。 

 さらに、生活困窮者の相談支援体制を強化いたしまして、セーフティネットの充実・強化

を図り、誰もが共に支え合い、発展できる社会の構築に努めていくほか、福祉人材の確保や

福祉サービスにおけます基盤整備などについても、引き続き分野横断的に取り組んでまいり

ます。 

 本日は、昨年度の審査及び審議状況等の報告をさせていただきますので、それぞれのお立

場や専門的な見地から忌憚のないご意見をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 終わりになりますが、私どもといたしましては、ポストコロナも見据えながら、道民生活

の基盤を支えます保健・医療・福祉の向上に向けまして、最大限の努力をしてまいりたいと

考えてございますので、委員の皆さまのご理解とご協力をお願いし、簡単ではございますが、

開会に当たりましての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 森政策調整担当課長 

それでは、会議次第の３番目にあります、「委員長及び副委員長の選出」に移らせていただ

きます。先ほど、報告いたしましたとおり、委員の改選が行われましたことから、「委員長及

び副委員長」を選出いたします。社会福祉審議会運営規程第２条第２項により、「委員長及び

副委員長は委員の互選による」という規定になっておりますので、慣例により、皆さまから

ご推薦をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○ 宮内委員 

 委員長・副委員長の選出についてですが、委員長には、北海道老人福祉施設協議会の加藤

委員を、副委員長には、北海道医療大学の河合委員をご推薦いたします。 

 

○ 総務課 森政策調整担当課長 

 ありがとうございます。只今、宮内委員から委員長に加藤委員、副委員長に河合委員との

ご推薦がありましたが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 それでは、委員長は加藤委員、副委員長は河合委員にお願いいたします。委員長から、ご

挨拶をお願いいたします。 

 

○ 加藤委員長 

 着座のまま失礼させていただきます。只今、ご承認をいただきました北海道老人福祉施設

協議会の加藤でございます。各分野の専門の方がたくさんいらっしゃる中で、甚だ役不足で

はございますが、河合副委員長の助けをお借りしながら、精一杯務めさせていただきますの

で、皆様方のご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

さて、私から一言ご挨拶申し上げるわけでございますけれども、まず、皆様方の日頃から

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。 

 只今、保健福祉部長のご挨拶にもありましたとおり、新型コロナウイルス感染症の流行が

長期にわたりましたおかげで、私どもの生活環境も大きく変化いたしております。 

 こうした中で、今後も北海道に住む道民の方々が安心して暮らし続けられるよう、福祉に

ついての議論を進めるのがこの審議会の役割でございます。道政を執行されている職員の皆

様方は、この審議会での議論をできるだけ道政に反映されるよう、お願い申し上げます。各

委員の皆さまには、それぞれのお立場から、活発なご発言・ご提言をいただきますよう、お

願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、委員長のご挨拶とさせていただきます。

今日はよろしくお願いいたします。 

 

○ 総務課 森政策調整担当課長 

ありがとうございました。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 
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それでは、お手元の会議次第に沿って進めていきたいと思います。早速でございますけれ

ども、会議次第の５番目「各分科会及び各部会委員の指名について」でございます。事務局

の方からご説明をお願いいたします。 

 

○ 総務課 森政策調整担当課長 

「各分科会の設置」についてご説明いたします。お手元に配布の資料１の１ページ目をご

覧願います。当審議会には、運営規程等に基づき、「民生委員審査専門分科会」、「身体障害

者福祉専門分科会」、「児童福祉専門分科会」、「地域福祉支援計画専門分科会」の４つの専

門分科会と、「身体障害者福祉専門分科会」に「審査部会」、「児童福祉専門分科会」に「検

証・処遇部会」と「里親・保育部会」を設置することとしてございます。 

これら分科会及び部会の所属委員につきましては、社会福祉法施行令等に基づき、委員長

の指名によることとなってございます。 

 

○ 加藤委員長 

 只今、説明がありましたが、分科会及び部会の所属委員につきましては、資料１の２ペー

ジにお示ししたとおり、指名させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、続きまして、会議次第６の「説明事項」に移らせていただきたいと思います。

「令和３年度保健福祉部の重点施策と予算の概要」について説明をお願いいたします。 

 

○ 総務課 森政策調整担当課長 

それでは、保健福祉部の重点施策と予算の概要について、資料２に基づき、説明をさせて

いただきます。表紙をおめくりください。 

はじめに、令和３年度当初予算の概要についてご説明いたします。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6,374億7,184万３千円、国民健康保険事業特別

会計4,939億5,345万３千円、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計９億5,453万９千円とな

っており、合計１兆1,323億7,983万５千円を計上してございます。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ございますが、一般会計では、介護保険給付費負担金や

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、感染症対策事業費をはじめとする新型コロナ対策関連経費が増加となってお

り、旭川肢体不自由児総合療育センター改築事業費が減となってございます。 

次に、令和３年度補正予算の概要についてでございますが、２ページをご覧ください。本

年度は、表の２行目、保健福祉費について、主に新型コロナ対策の関連経費として、第１回

臨時会から第３回定例会までで、555億4,049万５千円の予算を計上しております。 

次に、保健福祉部における「令和３年度の重点政策」の概要について、ご説明いたします。

３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
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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おりますことから、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」の実現に向けて、

「令和３年度重点政策のポイント」として記載してございますが、「子どもの成長を支える

環境づくりと少子化対策の推進」、「暮らしを守る地域医療の確保と健康づくりの推進」、

「誰もが暮らしやすい社会の構築」、「医療・福祉サービスを担う人材の確保」の４つの柱

に「新型コロナウイルス感染症対策」を加えた重点政策に取組むこととし、限られた予算や

人的資源のもと、実効性の高い政策展開を図っていくこととしてございます。 

具体的な取組につきましては、まずは、「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、「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」のそれぞれ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ござ

います。 

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、医療人材

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ございます。 

続きまして、「誰もが暮らしやすい社会の構築」についてでございますが、「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、障がい者

の就労支援などの「障がい者支援」、また、介護予防・生活支援サービス等の充実などによ

る｢高齢者への支援｣に取り組むこととしてございます。 

次に、「医療・福祉サービスを担う人材の確保」についてでございますが、「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、医師などの「医療人材の確保」

に向けた勤務医の勤務環境改善促進や、介護職員などの「福祉人材の確保」に向けた潜在的

介護職員等の再就業の促進などに取り組むこととしております。 

最後に、「新型コロナウイルス感染症対策」についてでございますが、感染症の発生予防・

まん延を防止するため、PCR検査センターの増設などによる「感染拡大の早期発見」、ワクチ

ン接種体制の整備などによる「感染拡大の防止」、入院患者の受入病床確保などによる「医

療提供体制の確保」、発生地域への専門家派遣などによる「クラスターへの対応」に取り組

むこととしております。 

道内では、新規感染症者数が減少してございますが、再拡大を防ぐためにも、今後も引き

続き、感染拡大防止に向けた取組を進めてまいります。 

当部といたしましては、これら５点を重点施策の柱としまして、他部とも連携し、様々な

施策をきめ細かに展開していく考えでございまして、関係団体や市町村の方々からも、ご意
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見をお寄せいただくなど、地域との連携を密にし、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。 

今後とも、本審議会の委員の皆様におかれましては、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。説明は以上でございます。 

 

◯ 加藤委員長 

 どうもありがとうございました。それでは、只今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、続きまして、会議次第の７番「報告事項」についてでございます。（１）「令和

２年度民生委員審査専門分科会の審査状況」について報告をお願いいたします。 

 

○ 地域福祉課 岡本課長 

 委員の皆様には日頃から大変お世話になっております地域福祉課の岡本でございます。 

 私から資料３「令和２年度民生委員審査専門分科会の審査状況について」ご報告させてい

ただきます。 

  はじめに、民生委員審査専門分科会の役割などについて説明いたします。資料３の４ペー

ジ「民生委員委嘱フロー図」をご覧いただきたいと思います。民生委員・児童委員の委嘱は、

フロー図の下段のとおり、⑥北海道知事の推薦により、⑦厚生労働大臣が委嘱の決定を行い

ます。この前提といたしまして、図の右上、市町村の民生委員推薦会から推薦があった候補

者については、下の方に④、⑤となっておりますけれども、知事は、社会福祉審議会に審査

依頼を行い、意見を聴くことになっているということでございます。この審議会の意見を聞

くことについて、法律、民生委員法ではですね、平成２５年度まで、知事の推薦は、必ず審

議会の意見を聴いて行うこととされて、欠員補充の都度、意見を聴いておりましたが、欠員

補充対応の迅速化など委嘱手続きを簡略化するため、法が改正されまして、「審議会の意見

を聴くように努めるものとする」、いわゆる努力義務とされたところでございます。このこ

とを踏まえまして、道では、当時の審議会、分科会に諮りまして、３年ごとの一斉改選時及

び道が特に必要と認めた場合にのみですね、審議会の意見を聴くこととし、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について、御了承いただいたというところでござ

います。なお、政令市及び中核市である札幌市・旭川市・函館市は独自に審議会に諮ってい

るということでございます。 

 それでは、１ページに戻っていただきまして、令和２年度の専門分科会の「１ 開催状況」

でございますが、昨年度については、民生委員・児童委員の委解嘱に関する意見聴取はござ
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いませんでした。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、欠員補充に係る候補者１４４名を推薦し、全員が厚生労働大臣から委嘱されたところで

ございます。なお、任期途中での解嘱者は１３３名となっております。 

次に２ページ目をご覧ください。定数及び委解嘱の状況でございます。 

まず、資料の上段、「① 令和元年度末現在数」でございますけれども、民生委員・児童委

員の定数は、令和元年度末においては、政令市の札幌市、中核市の函館市・旭川市を除きま

して、８，４７８名となっております。これに対して、８，２００名の方が委嘱されている

ということでございます。なお、適任者が得られないなどの理由によりまして、２７８名の

欠員が生じているということでございます。また、このうち、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、定数７５７名に対しまして、７４４名が委嘱さ

れており、１３名の欠員が生じているというところでございます。 

 続きまして、資料の中段、「② 令和２年度における委解嘱の状況」をご覧ください。民生

委員・児童委員の委嘱者の状況につきましては、欠員補充のため１４４名の方々を委嘱し、

このうち、主任児童委員として指名された方は１３名となっております。一方、解嘱の状況

につきましては、１３３名が解嘱となっているということで、解嘱の主な理由を申し上げま

すと、「死亡」された方が２０名、「転出」された方が１４名、 「病気・ケガ」により職務

の遂行が困難である方が７０名となっているところでございます。この結果、資料の下段に

お示ししております「③ 令和２年度末現在数」は、定数８，４７８名に対しまして、委嘱者

は８，２１１名、２６７名の欠員が生じているということでございます。このうち、主任児

童委員につきましては、定数７５７名に対し、委嘱者は７４５名で、１２名の欠員が生じて

いるということでございます。 

 なお、来年、令和４年はですね、民生委員・児童委員の一斉改選を行います。そのことか

ら、本年度中に民生委員・児童委員の選任要領の改正を行うことも考えられます。この場合

ですね、分科会への諮問を行うことになりますので、委員の皆様におかれましては、ご協力

をお願い申し上げます。 

 私からの報告は以上でございます。 

 

◯ 加藤委員長 

 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、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２年度身体障害者福祉専門分科会の審

査状況」についてご報告をお願いいたします。 
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○ 障がい者保健福祉課 遠藤課長 

 障がい者保健福祉課の遠藤と申します。私からは、令和２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、ご説明させていただきます。 

 資料４の１ページをご覧ください。１つ目にあります「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福祉法に基づく身体障害者手帳の交付申請をする際

に添付することとされている診断書と意見書を記載する医師の指定に関する審査となってい

ます。 

 令和２年度は開催回数が１１回、審査件数が１０１件でございまして、全てが指定されて

います。なお、資料に記載していますが、診療科ごとに指定を行いますことから、複数の診

療科で指定を受けている医師がいるため、指定件数と実人数、９３名に差が生じております。

診療科と障害種別の対応につきましては、資料５ページに記載しておりますので、後ほどご

参照いただければと思います。 

 次に、２の「自立支援医療機関の指定等に係る審査」についてでございますが、こちらは

障害者総合支援法に基づくものであり、育成医療や更生医療といった自立支援医療を提供す

る医療機関を指定するものでございます。開催回数が６回、審査件数が１１件であり、全て

が指定されてございます。 

 次に、３の「身体障害者手帳交付に係る障害程度の審査」についてでございますが、開催

回数が１２回、延べの審査件数が２０２件となっております。延べ件数と実件数の差につき

ましては、資料にも記載しておりますが、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をしたものがあるため、１１件の差が生じている

のでございます。実件数１９１件の内訳でございますが、手帳交付の非該当としたものが１

３４件、診断書に記載された医師の意見どおりの判定が３０件、その他の等級としたものが

２７件となってございます。 

 ４の「不服申立てに関する審査」についてでございますが、これは重度の障がいを有し、

常時介護を必要とする障がい児、もしくは障がいのある方を対象に支給される障害児福祉手

当及び特別障害者手当の支給に関する処分に対する不服申立てに関する審査でございますが、

令和２年度については、申立てがなかったことから、審査状況は、いずれも０件となってご

ざいます。 

 私からの説明は以上になりますが、資料２ページ以降につきましては、説明の中で触れた

一覧表のほか、制度の概要や指定要件などを記載したものとなってございますので、後ほど

ご覧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。ただいまの報告につきまして、ご質問、ご意見等はござ

いませんでしょうか。 
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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、（３）「令和２年度児童福祉専門分科会の審議状況

について」ご報告をお願いいたします。 

 

○ 子ども子育て支援課 手塚自立支援担当課長 

 子ども子育て支援課自立支援担当課長、手塚と申します。私からは資料５の「令和２年度

児童福祉専門分科会の審査状況」につきましてご説明させていただきます。 

１枚めくっていただきまして、まず令和２年度の北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科

会検証・処遇部会の開催状況でございますが、この部会は、計４回開催いたしました。審議

事項につきましては、児童福祉法第２７条第１項第３号に基づきます施設入所の措置に係る

案件の３件をご審議いただきまして、いずれも承認いただきました。なお、この審議につき

ましては、児童相談所が施設入所が適当と判断するも、親権者から同意が得られない場合に、

同じく同法の２８条の規定に基づきまして、家庭裁判所に申立てを行って家庭裁判所の承認

を得て、児童の施設への入所をとることができるということになっておりますが、この申立

てに関する審議でございます。また、報告事項につきましては、過去に同法のですね、２７

条第１項第３号に基づきます施設入所の措置事案のその後の経過、そして同じく同法のです

ね、第３３条の１５第２項に基づきます被措置児童等虐待通告に対する措置状況などにつき

まして、計３６件の報告を行ったところでございます。 

次に、２ページをご覧ください。令和２年度北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会里

親・保育部会の開催状況でございますが、この部会は、書面での開催を含め、計４回開催い

たしました。まず、児童福祉法第６条の４第１項に係ります里親の認定につきましては、３

７件６１名につきまして諮問を行いまして、１件１名が保留、１件２名が欠格事由に該当し

たため不認定となりまして、最終的に、３５件５８名の認定につきまして答申をいただきま

すとともに、里親の登録更新６５件、登録取消４６件につきまして報告を行いました。 

またですね、真ん中の表にあります児童福祉法第３５条第６項の規定によります保育所の

設置認可につきましては、３件の諮問、認定こども園法第１７条第３項の規定によります幼

保連携型認定こども園の設置認可につきましては、１０件の諮問を行いまして、全て認可の

答申をいただきました。 

以上、児童福祉専門分科会の開催状況につきましてご報告させていただきました。 

 

○ 加藤委員長 

 ありがとうございました。只今のご報告につきまして、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） 
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よろしいでしょうか。それでは次に、（４）「地域福祉支援計画専門分科会の審議状況に

ついて」ご報告をお願いいたします。 

 

○ 地域福祉課 岡本課長 

地域福祉課の岡本でございます。お手元の資料６に沿いまして、「地域福祉支援計画専門

分科会の審議状況」についてご報告させていただきます。 

本分科会は、平成３０年３月に策定いたしました「北海道地域福祉支援計画」における取

組の推進管理等を行うほか、地域福祉に係る情報の収集、市町村地域福祉計画の作成に関す

る道の指針等に関すること、その他必要な事項について協議する場として設置したもので

ございます。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和３年３月に分科会を書面

により開催したというところでございます。資料をご覧いただきたいと思います。 

始めに、資料１枚目の「１ 北海道地域福祉支援計画の概要」から説明させていただきま

す。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、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いたしまして、平成３０年度から

６年間の計画期間として策定しているということでございます。 

次に、２の分科会の審議経過につきまして、（３）の主な議題として、北海道地域福祉支

援計画の指標の進捗状況、計画には６つの指標を掲げておりまして、令和元年度末現在の進

捗状況について、報告を行いました。 

具体的な各指標の進捗状況でございますけれども、「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」につきましては、近年の少子化の進展とともに、どの産業におきま

しても人手が不足する中、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人となるように指標を掲げており

ます。本指標に関しましては、令和元年度の就業者が２４５人（１０６．５％）となり、目

標を上回る結果となりました。 

次の、「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では、地域共生社会の実現に向けまして、市町村が包括的な支援体制

を整備することに努める旨は規定されましたが、地域資源の限られる小規模市町村などで

は、単独で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、地域の包括的な支

援の核となる人材の養成について支援を行うというものでございます。 この人材の具体例

といたしましては、「共生型地域福祉拠点」での支え合いの取組をコーディネートする「共

生型コーディネーター」ですとか、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
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れることを目指しており、令和元年度は、１４８市町村（８２．６％）で養成されていると

いう状況でございます。 

 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」につきましては、

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りますとともに、ボラン

ティアが円滑に活動できるように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

高まっているというところでございます。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、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、設置・運営の主体となる社協

等でマニュアルを策定するよう推進していると、全市町村でのマニュアルの策定を目指し

ておりまして、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。策定の状況につきましては、令和元年度末では、３３市町村（１８．４％）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」につきましては、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時に避難生活をすることが困難な方に対し、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、令和元年度末では、１７８市町村（９９．４％）で指

定がされておりましたが、現時点では既に全市町村での指定が行われているということで

ございます。 

 次に、「市町村地域福祉計画策定市町村」につきましては、令和２年度までに全市町村で

地域福祉計画が策定されるよう指標を掲げる中で、令和元年度で、９６市町村（５３．６％）

での策定となっております。本指標は、平成２９年の社会福祉法の改正に伴いまして、市町

村での策定が努力義務化されたものでございまして、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お

りますほか、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、目標達成へ向けてより一層取組んでいるというところでございます。 

 次の「共生型地域福祉拠点設置市町村」につきましては、道で推進しております、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

ですね、地域の企業ですとか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ございます。本指標は、令和元年度時点で、１６４市町村（９１．６％）

で設置されているというところでございます。 

 以上で、地域福祉支援計画分科会における審議状況の報告とさせていただきます。 

 

◯ 加藤委員長 
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 ありがとうございました。只今のご報告につきまして、ご質問、ご意見はございませんで

しょうか。 

 

（質問、意見なし） 

 

それでは、７の「報告事項」は終わりまして、８番目、最後「その他」に移らせていただき

ます。「その他」でございますが、予定している議案はございませんが、皆様方、全体を見

通しまして何かご発言のある委員の方がいらっしゃいましたら、お手を挙げていただきたい

と思います。 

 

（質問・意見なし） 

 

よろしいでしょうか。それでは、事務局の方から何かございますでしょうか。 

 

（特になし） 

 

事務局の方もないということでございますので、今日予定されております議題等は全て終

了いたしました。議事の進行にご協力をいただきましてありがとうございます。それでは事

務局の方にお返しします。よろしくお願いします。 

 

○ 総務課 森政策調整担当課長 

加藤委員長、ありがとうございました。以上を持ちまして、令和３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、ご出席をいただき、誠にありがと

うございました。 

 


