
 

第３期幕別町地域福祉計画 変更内容整理表          資料１ 

変更前 変更後 
 

第１章 計画策定にあたって 

【P1 ２行目】 

 私たちが生活する地域社会も、個人の自由や人との距離を置く生活ス

タイルが優先され、かつては当たり前に共有していた地域住民相互のつ

ながりが薄れてきています。 

 

第２章 人口構造の変化 

 ２ 人口の推計 

【P３ 人口推計】 

  令和６年度までの年度別総人口等の推移について、次のとおり推計

しています。 

  総人口は徐々に減少し、令和６年の総人口は25,417人となる一方

で、高齢化はさらに進み65歳以上の人口は8,772人、高齢化率は

34.5％と推計します。 

区  分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

 総人口 26,619 人 26,330 人 26,011 人 25,722 人 25,417 人 

 
年少人口 

(0～14歳) 
3,242 人 

（12.2％） 
3,160 人 

（12.0％） 
3,105 人 

（11.9％） 
3,039 人 

（11.8％） 
2,983 人 

（11.7％） 

 
生産人口 

(15～64歳) 
14,638 人 
（55.0％） 

14,404 人 
（54.7％） 

14,138 人 
（54.4％） 

13,875 人 
（53.9％） 

13,662 人 
（53.8％） 

 
高齢者人口 
(65歳以上) 

8,739 人 
（32.8％） 

8,766 人 
（33.3％） 

8,768 人 
（33.7％） 

8,808 人 
（34.2％） 

8,772 人 
（34.5％） 

 資料：第２期子ども子育て支援計画策定時における推計値 
 ※少数点以下の処理により、各項目の和と合計が一致しない場合がある。 

 

 

第１章 計画策定にあたって 

【P1 ２行目】 

 私たちが生活する地域社会も、人との距離を置く生活スタイルが優先

され、かつては当たり前に共有していた地域住民相互のつながりが薄れ

てきています。 

 

第２章 人口構造の変化 

 ２ 人口の推計 

【P３ 人口推計】 

  幕別町人口ビジョンにおける人口推計は、次のとおりとなっていま

す。 

  総人口は徐々に減少し、令和22年の総人口は23,085人となる一方

で、高齢化はさらに進み65歳以上の人口は7,678人、高齢化率は

33.3％と推計します。 

区  分 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年 

 総人口 26,649 人 26,003 人 25,152 人 24,227 人 23,085 人 

 
年少人口 

(0～14歳) 
3,407 人 

（12.8％） 
3,281 人 

（12.6％） 
3,187 人 

（12.7％） 
3,020 人 

（12.5％） 
2,909 人 

（12.6％） 

 
生産人口 

(15～64歳) 
15,277 人 
（57.3％） 

14,653 人 
（56.4％） 

13,941 人 
（55.4％） 

13,373 人 
（55.2％） 

12,498 人 
（54.1％） 

 
高齢者人口 
(65歳以上) 

7,965 人 
（29.9％） 

8,069 人 
（31.0％） 

8,024 人 
（31.9％） 

7,834 人 
（32.3％） 

7,678 人 
（33.3％） 

 資料：幕別町人口ビジョン 

 

 



 

変更前 変更後 
【P６ ８ 生活保護の状況】 

   幕別町における生活保護世帯数は、年々増加傾向にあります。年

金受給額の減少や病気による解雇、非正規雇用の増加等により保護

世帯、保護人員とも増加しています。 

 

第３章 計画の理念と目標 

 １ 基本理念 

【P7 ２段落目】 

  このため、幕別町のすべての住民がいつまでも住み慣れた地域で安

心・安全に生活できる環境づくりや、地域の住民が互いに協力し支え

あう地域社会を築くことを目標に、第２期計画を継承し、「第３期幕別

町地域福祉計画」の基本理念を次のように定めます。 

 

【P7 基本理念】 
          地域でともに支えあい 
          健やかに安心して暮ら 
          せるまちづくり 
 

 ２ 基本目標 

【P7 基本目標２】 

  基本目標２ ともにささえあうまちづくり 

   誰もが、人と人とのふれあいを大切にし、住みよい地域づくりに

参加する「ともにささえあうまちづくり」を目指します。 

 

 ３ ＳＤＧｓを踏まえた計画の推進 

【P8 ３段落目】 

   我が国においても、2016年に「持続可能な開発目標実施指針」

を策定し、持続可能で強靭、そして誰一人取り残さない、経済、社

会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指し、取り

組みを進めています。 

【P６ ８ 生活保護の状況】 

   幕別町における生活保護世帯数は、近年、横ばいの傾向にありま

すが、年金受給額の減少や病気による解雇、非正規雇用の増加等に

より、依然として高い水準にあります。 

 

第３章 計画の理念と目標 

 １ 基本理念 

【P7 ２段落目】 

  このため、幕別町のすべての住民がいつまでも住み慣れた地域で安

心・安全に生活できる環境づくりや、地域の住民が互いに協力し支え

合う地域社会を築くことを目標に、第２期計画を継承し、「第３期幕別

町地域福祉計画」の基本理念を次のように定めます。 

 

【P7 基本理念】 
          地域でともに支え合い 
          健やかに安心して暮ら 
          せるまちづくり 
 

 ２ 基本目標 

【P7 基本目標２】 

  基本目標２ ともに支え合うまちづくり 

   誰もが、人と人とのふれあいを大切にし、住みよい地域づくりに

参加する「ともに支え合うまちづくり」を目指します。 

 

 ３ ＳＤＧｓを踏まえた計画の推進 

【P8 ３段落目】 

   我が国においても、2016年に「持続可能な開発目標実施指針」

を策定し、持続可能で強靭、そして誰一人取り残さない、経済、社

会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指し、取組

を進めています。 



 

変更前 変更後 
 ４ 施策の体系 

【P9 施策 １子育てにやさしい環境づくり】 

  （３）特別な支援を必要とする子どもへの取組みの推進 

 

【P9 施策 ２地域福祉活動を担う人材の育成】 

  （１）福祉意識の醸成 

   ・地域福祉に関する理解を深める取り組みの推進 

 

【P10 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ２ ともにささえあうまちづくり 

 

【P10 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ３ 自立した生活をおくることができるまちづくり 

 

【P11 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ３ 自立した生活をおくることができるまちづくり 

 

【P12 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ３ 自立した生活をおくることができるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 ４ 施策の体系 

【P9 施策 １子育てにやさしい環境づくり】 

  （３）特に支援を必要とする子どもへの取組の推進 

 

【P9 施策 ２地域福祉活動を担う人材の育成】 

  （１）福祉意識の醸成 

   ・地域福祉に関する理解を深める取組の推進 

 

【P10 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ２ ともに支え合うまちづくり 

 

【P10 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ３ 自立した生活を送ることができるまちづくり 

 

【P11 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ３ 自立した生活を送ることができるまちづくり 

 

【P12 施策の体系の表中】 

  基本目標 

   ３ 自立した生活を送ることができるまちづくり 

 

 



 

変更前 変更後 
第４章 施策の実現に向けて 

 基本目標１ やさしさにあふれるまちづくり 

  １ 子育てにやさしい環境づくり 

【P13 施策の方向性 １段落目】 

   次代を担う子どもたちが家族の豊かな愛情のもとで健やかに育つ

こと、また、子を持つ親や次代の親となる人たちが子育てに関する

様々な不安や負担を軽減できる環境をつくること、子育て・親育て

に地域の住民が積極的に協力し支えあう地域づくりを目指します。 

 

【P14 ４行目】 

 （３）特別な支援を必要とする子どもへの取り組みの推進 

 

  ２ 地域福祉活動を担う人材の育成 

【P14 現状と課題 １段落目】 

    困ったときに助け合うことができる、やさしさにあふれたまち

をつくるためには、すべての人がかけがいのない存在であることを認め

合い、尊重し合うことが大切です。 

 

【P15 施策の方向性】 

    誰もが地域社会の一員であり地域福祉活動の担い手であるとい

う意識を高め、地域福祉活動の担い手を育てていくため、福祉教

育の推進、地域交流活動の推進など、地域に暮らすさまざまな人

とふれ合う機会を通じて、認め合い尊重し合う心を育てる取り組

みを推進します。 
 
【P15 ２つ目の《 》】 

 （１）福祉意識の醸成 

  ≪地域福祉に関する理解を深める取り組みの推進≫ 
 
 

第４章 施策の実現に向けて 

 基本目標１ やさしさにあふれるまちづくり 

  １ 子育てにやさしい環境づくり 

【P13 施策の方向性 １段落目】 

   次代を担う子どもたちが家族の豊かな愛情のもとで健やかに育つ

こと、また、子を持つ親や次代の親となる人たちが子育てに関する

様々な不安や負担を軽減できる環境をつくること、子育て・親育て

に地域の住民が積極的に協力し支え合う地域づくりを目指します。 

 

【P14 ４行目】 

 （３）特に支援を必要とする子どもへの取組の推進 

 

  ２ 地域福祉活動を担う人材の育成 

【P14 現状と課題 １段落目】 

    困ったときに助け合うことができる、やさしさにあふれたまち

をつくるためには、すべての人がかけがえのない存在であることを認め

合い、尊重し合うことが大切です。 

 

【P15 施策の方向性】 

    誰もが地域社会の一員であり地域福祉活動の担い手であるとい

う意識を高め、地域福祉活動の担い手を育てていくため、福祉教

育の推進、地域交流活動の推進など、地域に暮らすさまざまな人

とふれ合う機会を通じて、認め合い尊重し合う心を育てる取組を

推進します。 
 
【P15 ２つ目の《 》】 

 （１）福祉意識の醸成 

  ≪地域福祉に関する理解を深める取組の推進≫ 
 
 



 

変更前 変更後 
【P16 基本目標２】 

基本目標２ ともにささえあうまちづくり 
 
 （１）地域福祉活動の推進 

【P16 地域で支える仕組みの充実 １行目】 

    民生委員・児童委員や行政区との連携により、子どもの安全と

ひとり暮らしの高齢者、障がいのある人を地域で見守る体制の充

実を図ります。 
 
【P16 地域サロン等交流機会の促進】 

    身近な場所で高齢者や障がいのある人などが交流できる地域サ

ロンを促進し、閉じこもり防止や仲間づくり、生活課題の発見に

努めます。 
 
 ２ 地域福祉を支える団体活動の推進 

【P17 現状と課題】 

    地域福祉の課題に対しては、行政区や社会福祉協議会、老人ク

ラブなどの関係機関、団体と地域との連携により解決することが求めら

れています。 

 

【P17 施策の方向性】 

    行政区や社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会などの関

係機関・団体などの連携・協力により、福祉に関する情報交換や

活動を担う人づくりを進め、地域住民と関係機関・団体などによ

る円滑な地域福祉の推進に向けた体制づくりを推進します。 

 

【P19 基本目標３】 

基本目標３ 自立した生活をおくることができるまちづくり 

 

 

【P16 基本目標２】 

基本目標２ ともに支え合うまちづくり 
 
 （１）地域福祉活動の推進 

【P16 地域で支える仕組みの充実 １行目】 

    民生委員・児童委員や地域との連携により、子どもの安全とひ

とり暮らしの高齢者、障がいのある人を地域で見守る体制の充実

を図ります。 
 
【P16 地域サロン等交流機会の促進】 

    身近な場所で高齢者や障がいのある人などが交流できる地域サ

ロンを促進し、外出の機会づくりや仲間づくり、生活課題の発見

に努めます。 
 
 ２ 地域福祉を支える団体活動の推進 

【P17 現状と課題】 

    地域福祉の課題に対しては、社会福祉協議会や老人クラブなど

の関係機関、団体と地域との連携により解決することが求められていま

す。 

 

【P17 施策の方向性】 

    社会福祉協議会や老人クラブ、民生委員・児童委員協議会など

の関係機関・団体などの連携・協力により、福祉に関する情報交

換や活動を担う人づくりを進め、地域住民と関係機関・団体など

による円滑な地域福祉の推進に向けた体制づくりを推進します。 

 

【P19 基本目標３】 

基本目標３ 自立した生活を送ることができるまちづくり 

 

 



 

変更前 変更後 
 １ 健康づくりの推進 

 （１）健康づくりの推進 

【P19 ３つ目の《 》】 

   ≪健康を支え、守るための社会環境の整備≫ 

    自分自身の取り組み（自助）、家族や地域等の支援（共助）、

行政や関係機関等の支援（公助）のそれぞれの立場で健康づくり

に積極的に取り組むため、情報共有や多分野連携を推進します。 

 

【P20 相談体制の充実】 

 （１）相談体制の充実 

   ≪相談体制の充実≫ 

    地域包括支援センターや障がい者相談支援事業所など、身近な

地域での相談機関の機能充実を図ります。また、町の保健福祉に

関する各分野の連携を進め、サービスを必要とする町民がわかり

やすく利用しやすい相談体制の充実に努めます。 

    また、保健・医療・福祉・教育・労働などの多様な相談に応じ

ることができる総合相談窓口「札内住民相談室」の周知に努めま

す。 

 

 ３ 福祉サービスの適正な提供と支援体制の充実 

【P21 現状と課題 １段落目】 

    福祉サービスは、利用者が主体的にサービスを選択する利用制

度となったことから、利用者が満足でき、質の高いサービスを提

供するための取り組みを進めることが必要です。 

 

 

 

 

 １ 健康づくりの推進 

 （１）健康づくりの推進 

【P19 ３つ目の《 》】 

   ≪健康を支え、守るための社会環境の整備≫ 

    自分自身の取組（自助）、家族や地域等の支援（共助）、行政

や関係機関等の支援（公助）のそれぞれの立場で健康づくりに積

極的に取り組むため、情報共有や多分野連携を推進します。 

 

【P20 相談体制の充実】 

 （１）相談体制の充実 

   ≪相談体制の充実≫ 

    地域包括支援センターや障がい者相談支援事業所など、身近な

地域での相談機関の機能充実を図ります。また、町の保健福祉に

関する各分野の連携を進め、サービスを必要とする町民がわかり

やすく利用しやすい相談体制の充実に努めるとともに、保健・医

療・福祉・教育・労働などの多様な相談に応じることができる総

合相談窓口「札内住民相談室」の周知に努めます。 

 

 

 ３ 福祉サービスの適正な提供と支援体制の充実 

【P21 現状と課題 １段落目】 

    福祉サービスは、利用者が主体的にサービスを選択する利用制

度となったことから、利用者が満足でき、質の高いサービスを提

供するための取組を進めることが必要です。 

 

 

 

 

 



 

変更前 変更後 
【P22 4つ目の《 》】 

   ≪ひとり暮らし高齢者等の支援≫ 

    ひとり暮らし高齢者等が年々増えていく中で、高齢者等が住み

慣れた地域で安心して暮らしていくため、高齢者見守りネットワ

ーク事業による見守りや、各種在宅福祉サービス事業により日常

生活を支援します。また、急病等の緊急事態が発生した場合で

も、迅速に救護できる体制や、孤立死の防止に向けた取り組みと

して、安否確認の体制の充実を図ります。 

 

【P23 ２つ目の《 》】 

   ≪介護予防施策の推進≫ 

    介護予防は、運動機能の向上や栄養改善、認知症予防といっ

た、心身機能の改善のような高齢者本人へのアプローチだけでは

なく、地域における「活動」や、「社会参加」といった、高齢者を

取り巻く環境へのアプローチにも力を入れ、地域の中に「居場

所」や「役割」をつくり、人と人とのつながりの中で、地域にお

いてリハビリテーション専門職等を活用した住民同士が支えあう

コミュニティを形成し、結果として介護予防につながるような

「地域づくり型の介護予防」を目指します。 

 

【P24 １つ目の《 》】 

   ≪発達支援システムの確立≫ 

    相談支援体制・情報提供の充実、心理士による評価・判定の実

施、専門職による療育機能の充実など、乳幼児期から成人期まで

の発達上の困り感を持つ子どもや家族のニーズ、ライフステージ

に応じた支援体制の構築・強化を推進します。 

 

 

 

【P22 4つ目の《 》】 

   ≪ひとり暮らし高齢者等の支援≫ 

    ひとり暮らし高齢者等が年々増えていく中で、高齢者等が住み

慣れた地域で安心して暮らしていくため、高齢者見守りネットワ

ーク事業による見守りや、各種在宅福祉サービス事業により日常

生活を支援します。また、急病等の緊急事態が発生した場合で

も、迅速に救護できる体制や、孤立死の防止に向けた取組とし

て、安否確認の体制の充実を図ります。 

 

【P23 ２つ目の《 》】 

   ≪介護予防施策の推進≫ 

    介護予防は、運動機能の向上や栄養改善、認知症予防といっ

た、心身機能の改善のような高齢者本人へのアプローチだけでは

なく、地域における「活動」や、「社会参加」といった、高齢者を

取り巻く環境へのアプローチにも力を入れ、地域の中に「居場

所」や「役割」をつくり、人と人とのつながりの中で、地域にお

いてリハビリテーション専門職等を活用した住民同士が支え合う

コミュニティを形成し、結果として介護予防につながるような

「地域づくり型の介護予防」を目指します。 

 

【P24 １つ目の《 》】 

   ≪発達支援システムの確立≫ 

    相談支援体制や情報提供、専門職による療育機能の充実を図る

とともに、心理士による評価・判定を実施するなど、乳幼児期か

ら成人期までの発達上の困り感を持つ子どもや家族のニーズ、ラ

イフステージに応じた支援体制の構築・強化を推進します。 

 

 



 

変更前 変更後 
 ４ 切れ目のない権利擁護システムの推進 

【P24 現状と課題 １段落目】 

    ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、知的・精神障がい者な

ど、日常生活を送る上で何らかの支援を必要とされている人を狙

った詐欺や消費者被害、近親者による身体的・経済的虐待が問題

となっており、地域における相談窓口や見守り活動の充実に加

え、実効性・継続性のある権利擁護の取り組みが求められていま

す。 

 

基本目標４ 安心して生活できるまちづくり 

 １ 安全で快適な環境づくりの推進 

 （２）災害時に備えた体制の整備 

   ≪要配慮者避難支援体制と地域防災力向上対策の重要性≫ 

【P27 ２行目以降】】 

    そのため、災害基本法第49条の10第１項に基づき、避難行動

要支援者名簿を作成し、個人情報の保護に留意しながら、緊急時

に対応できるよう公区が組織する自主防災組織や、民生委員・児

童委員を始めとする関係者と情報の連携を図り、災害に強い福祉

のまちづくりを目指すことが必要です。 

 

   ≪行政が取り組むこと≫ 

【P28 １つ目の・】 

   ・ 災害対策基本法第49条の10第1項及び国が作成した避難行

動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針に基づき、町

民課、福祉課及び保健課が協力し避難行動要支援者名簿の作成

を行うとともに、災害時に活用できるよう、情報の把握、管

理、更新を図り、災害時における連携体制を構築します。 

 

 

 ４ 切れ目のない権利擁護システムの推進 

【P24 現状と課題 １段落目】 

    ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、知的・精神障がい者な

ど、日常生活を送る上で何らかの支援を必要とされている人を狙

った詐欺や消費者被害、近親者による身体的・経済的虐待が問題

となっており、地域における相談窓口や見守り活動の充実に加

え、実効性・継続性のある権利擁護の取組が求められています。 

 

 

基本目標４ 安心して生活できるまちづくり 

 １ 安全で快適な環境づくりの推進 

 （２）災害時に備えた体制の整備 

   ≪要配慮者避難支援体制と地域防災力向上対策の重要性≫ 

【P27 ２行目】 

    そのため、災害基本法第49条の10第１項に基づき、避難行動

要支援者名簿を作成し、個人情報の保護に留意しながら、緊急時

に対応できるよう地域ごとに組織する自主防災組織や、民生委

員・児童委員を始めとする関係者と情報の連携を図り、災害に強

い福祉のまちづくりを目指すことが必要です。 

 

   ≪行政が取り組むこと≫ 

【P28 １つ目の・】 

   ・ 災害対策基本法第49条の10第1項及び国が作成した避難行

動要支援者の避難行動支援に関する取組指針に基づき、住民生

活課、福祉課及び保健課が協力し避難行動要支援者名簿の作成

を行うとともに、災害時に活用できるよう、情報の把握、管

理、更新を図り、災害時における連携体制を構築します。 

 

 



 

変更前 変更後 
【P28 ５つ目の・】 

   ・ 福祉避難所及び備蓄品等の整備について計画的に整備しま

す。 

 

【P28 ６つ目の・】 

   ・ 自主防災組織（行政区）の防災活動を支援するため、出前講

座などで「協働のまちづくり支援事業」の周知と活用を呼び掛

け、自助・共助機能の強化を図ります。 

【P28 ７つ目の・】 

   ・ 住民相互の活動を支援し、安心安全な地域社会の構築が図ら

れる取り組みを推進します。 

 

【P28 ８つ目の・】 

   ・ 日頃から、民生委員・児童委員、自主防災組織（公区）、関

係機関等との連携を図り、見守り活動、支援体制を構築しま

す。 

 

【P28 ５つ目の・】 

   ・ 福祉避難所及び備蓄品等について、計画的に整備します。 

 

 

【P28 ６つ目の・】 

   ・ 自主防災組織の防災活動を支援するため、出前講座などで

「協働のまちづくり支援事業」の周知と活用を呼び掛け、自

助・共助機能の強化を図ります。 

【P28 ７つ目の・】 

   ・ 住民相互の活動を支援し、安心安全な地域社会の構築が図ら

れる取組を推進します。 

 

【P28 ８つ目の・】 

   ・ 日頃から、民生委員・児童委員、自主防災組織、関係機関等

との連携を図り、見守り活動、支援体制を構築します。 

 

 


