
所管事務調査中間報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教厚生常任委員会

１　調査事項

(1) 移住・定住・二地域居住の調査に関すること

(4) その他総務文教厚生の調査に関すること

　　　　　　（平成２４年９月１９日承認議決）

２　調査期間及び調査地

(1) 調査期間　　平成２４年９月２４日から２６日まで　３日間

(2) 調査 地　　上川郡東神楽町・上川郡鷹栖町・余市郡赤井川村

　　　　　　　　虻田郡喜茂別町・札幌市

３　調査目的

　　本町は過疎化と高齢化が進行しており、今後の福祉対策として小規模多機

能ホームの建設計画や、高齢者緊急通報システムの更新が図られようとし

てる。また、障がいを持った方たちを地域内で雇用する場所の確保が求め

られていることから、これらの先進事例を調査する。

　　移住・定住の取り組みとして実施されている地域おこし協力隊事業は、今

年度で３年目を迎え一区切りとなることから、同じように協力隊の隊員を

受け入れた地域における、任期後の隊員の動向を調査する。

このような課題等を調査するため、先進地の視察を行った。

◎　上川郡東神楽町　

(1)　調査 地　　株式会社北海道健誠社

　 (2)　調査月日　　平成２４年９月２４日

　 (3)　説明 者　　代表取締役社長　　　　 瀧野　喜市　氏

　　　　　　　　　 営業部ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾑ統括課長　瀧野　美香　氏

　　　　　　　　　 ﾊﾞｲｵﾏｽ収集ﾁｰﾑ所長　　　川東　雅宜　氏

　

　 (4)　調査内容

　　①　経緯

　　　　　株式会社健誠社は平成４年６月に設立し、現在はリネンサプライ・

クリーニング事業を営んでいる。従業員１８７人のうち、知的障がい
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者３６名が働いている。この会社へは、木材を燃やして稼働させるバ

イオマスボイラーを使用していることから、昨年、本町の産業経済建

設常任委員会が視察している。その折に、障がい者雇用にも熱心に取

り組んでいるとの情報を頂いたこともあり、今回の視察となった。

　　　　　この会社の社長は、父親が幼少時に中耳炎で両耳に難聴を抱え、さ

らに怪我で片目を失明し、十分な仕事に就けず苦労する姿を目の当た

りして育った。「障がいを持つ人と、そうでない人が仲良く働ける会

社を作りたい」と願っていたと、事前の調査にもあった。　　　　　

　

　　　②　先進的な取組み

障がいを持つ社員全員に、 低賃金を上回る賃金を支払っている。

賃金が上がるほどモチベーションが高くなり、半年ごとに査定を行い

給料の見直をしているとのことだった。

経済的に安定することで、障がいを持つ社員同士で結婚するケース

も出てきている。また、今は重度障がい者を雇い入れるために NPO法

人を立ち上げ、一定の期間 NPO法人に所属して職場に研修生として受

け入れてから、様子をみて社員として迎え入れている。

③　視察後の感想

「障がい者が働いて普通に生活を送れたら、行政に財政負担もかけ

ず、みんなが思いやりを持つ明るい社会になるし、共存共栄になる」

という社長のお話があった。

　　　　また、 近ではこの会社での雇用実績を紹介し、別の企業にも積極的

に障がい者雇用についての働きかけも実施している。

　　　　本町においてはまだまだ体制的に不十分であると今回の視察で認識し

たので、今後の支援措置などの参考としたい。

◎　上川郡鷹栖町

(1)　調査 地　　地域安心拠点「ぬくもりの家えん」
2



　 (2)　調査月日　　平成２４年９月２４日

　 (3)　説明 者　　鷹巣町議会議長　　　 　青野　　敏　氏

議会事務局長　　　　 　岩戸　一則　氏

　　　　　　　　　 社会福祉法人さつき会

常務理事・施設長　 波潟　幸敏　氏

　 (4)　調査内容

　　①　経緯

　　　　上士幌町においても、地域密着型介護老人福祉施設・小規模多機能居

宅介護施設の建設計画が、社会福祉法人上士幌福寿協会において検討

されており、町としても、施設建設に当たって支援措置を検討するこ

とや、高齢者福祉の充実には欠かせない施策であることから、先進施

設の視察を実施することとした。

　

②　先進的な取組み

住み慣れた地域で「老いを豊かに」のキャッチフレーズをもとに、

ユニットケアと小規模多機能型介護施設などの整備に当たった、社会

福祉法人さつき会常務理事で施設長の波潟幸敏さんにお話を伺った。

住み慣れた家族や地域から離れて、孤立した施設での生活を始める

と環境が大きく変わるため、お年寄りを不安にさせ認知症が進むなど、

寝たきりを助長することがわかってきた。このことから、入居者・利

用者には、自分が暮らしてきた地域の環境とともに、地域住民との交

流が絶えない環境が必要だと考えるようになった。

鷹栖町は鷹栖地区と北野地区と、大きく二つに分かれている。当時

特養老人ホームが鷹栖地区にしかなく、入居待機者が８０人程いたの

で、北野地区から介護施設建設の要望が上がっていた。せっかく作る

のであれば、施設を作るのではなく、地域の安心の拠点となる「地域

安心拠点」をイメージした。

そう考え、平成１７年１１月から半年かけて事業所担当者、行政福

祉担当者、社会福祉協議会で勉強会を実施した。その後、町の各団体
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の協力を得ようと、それら団体のリーダーを対象にした講演会を開催

した。その講演会で、この後、中心的なリーダーとして活躍してくれ

る人物と出会うこととなる。この方の紹介で、１５人の住民による勉

強会が平成１８年７月にスタートした。

結果として地域の住民の皆さんの協力を得て、建設用地の決定、建

物の設計、設置後の運営に至るまで、自分たちの拠点を作るという意

識で熱心に取り組んで頂いた。その英知の結集として、サテライト特

養と小規模多機能型居宅介護を併設し、そこに地域交流スペースが加

わった「ぬくもりの家えん」が、平成２１年５月１日に開設された。

③　視察後の感想

　　これまで住民参加という言葉は、行政などの都合で形式的に使われ

ることが多かったと思う。事業所は本当に住民に主体的に運営しても

らう気があるのかどうか、住民は本気で主体的に運営する気になれる

のかどうかが、常に問われた。

　　今後は、今回の北野地区で実現した「地域安心拠点」の整備と、住

民による主体的運営のノウハウを、鷹栖地区でも生かしていきたいと

考えている。これからも本気度を住民と確認し合う作業が続く。

　　今回の取り組みのお話を伺った波潟施設長は上士幌町と深いご縁が

あり、互いに切磋琢磨してきた間柄なので、是非上士幌町においても

この取り組みを参考にして施設計画を進めてほしいと願っていた。

◎　余市郡赤井川村

　 (1)　調査 地　　赤井川村健康支援センター

　 (2)　調査月日　　平成２４年９月２５日

　 (3)　説明 者　　赤井川村議会議長　 岩井　英明　氏

社会課課長

　　　　　　　　 　　健康支援ｾﾝﾀｰ長　 馬場 　希　氏

　　　　　　　　　　

　 (4)　調査内容

　　①　経緯

緊急通報システムの運営については、本町においても平成６年より

実施し、ガスセンサーと熱センサー、無線ペンダント、ハンズフリー

をセットとして現在５４世帯に設置している。

これまでのシステムでは、本人がボタンを押せない場合や、急に倒

れた場合には通報がされないため、発見が遅れるケースがあった。こ

れに対応するシステムとして、新たに人感センサーが導入された。
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平成２４年６月議会で、保健福祉課より人感センサー付き緊急通報

システム機器の導入に関する補正予算が計上され、可決したのをきっ

かけに、この際どのような運用がされているか、すでに導入実績のあ

る先進地を調査することとした。

　

　　②　先進的な取組み

赤井川村においては、平成９年８月１日から運用を開始し、設置世

帯数８世帯 (全世帯独居 )でスタートしている。現在の設置状況は、

６５歳以上独居世帯６８世帯中３５世帯、６５歳以上夫婦世帯７８世

帯中５世帯で全体では４０世帯に設置しており、設置率は２７．４％

である。

新しいシステムの特徴は人感センサーが付いていることで、このセ

ンサーを室内 (居間・寝室・玄関 )３カ所に設置して、一定時間に動

作反応が無い場合にシステムが作動し、電話回線で健康づくり財団に

通報される。人感センサーは、２４時間連続して人の動きを検知し、

９０分の動きの量を検知回数として記憶する。検知回数は３０分単位

で９０分のデータを緊急通報端末へ通知する。たとえば、午前４時３

０分～午前１１時３０分を特定の判定時間内と設定し、この時間内に

利用者の所在が感知されない場合に、「所在不明通報」として自動的

に通報される。

赤井川村は、平成２３年度２０世帯分を「地域支え合い体制づくり

事業補助金」 (全額道費補助事業 )事業費４，３７４千円と、平成２

４年度２０世帯分を村の一般財源３，９９０千円で整備している。

③　視察後の感想

この通報システムを設置した独居世帯で、残念ながら救助は出来な

かったが、自宅で倒れていたケースを１件発見することが出来たとい

う例が報告された。

システム導入に当たり、設置後に不具合が発生しないように、設置

箇所に関する綿密な事前打ち合わせが必要との指摘を受けた。
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旅行などで不在にする場合には、必ず事前に役場に連絡を入れるよ

うに指示を徹底し、一方で、予期せぬ行動パターンとして、夏などは

玄関から出入りせずに庭先から出かけてしまった場合の対応など、設

置後に問題も生じるため、町独自で何らかの決めごとを利用者と協議

しなければならないとのことだった。

◎　虻田郡喜茂別町

　 (1)　調査 地　　喜茂別町役場二階会議室

　 (2)　調査月日　　平成２４年９月２５日

　 (3)　説明 者　　喜茂別町議会議長　戸井　博志　氏

議会事務局長　　　佐々木　忠　氏

　　　　　　　　 　喜茂別町長　　　　菅原　章嗣　氏

　　　　　　　　　 総務課企画室長　　伊藤　英二　氏

　　　　　　　　　 総務課企画係　　　竹田　正直　氏

　

　 (4)　調査内容

　　①　経緯

本町では、地域おこし協力隊事業を平成２２年から取り入れており

現在８名の協力隊員が在住して行政各分野の仕事に取り組んでいるが、

平成２４年７月１日現在、全道３５市町村に７４名の協力隊員が活躍

している。この事業は総務省の事業で、１年以上３年までの期間で、

１年度隊員１人当たり３５０万円 (報酬上限２００万円・活動費１５

０万円 )が特別交付税として財政支援を受けることができる。

本町の協力隊員は今年度で３年の任期を迎えることから、今後の定

住対策等に関して検討のため、先進地調査を実施した。

　

　　②　先進的な取組み

　　　　今回調査地に選定した喜茂別町は、平成２２年度から平成２３年度ま
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での２年間限定で、この事業に取り組んで来ている。本町の取り組み

と異なる点は、次の実施目標にあるように、「地域おこし協力隊の集

落支援活動及び事業終了後の定住化により集落の活性化を図る」とい

う、明確な事業終了後の定住を条件としている点にある。

　　　　地域おこし協力隊の導入に当たっては、地域での活動のほか、２年後

を目途とした喜茂別町での起業・就業を図るための支援を行うことが

重要であることから、その支援について次の三者が中心となったコン

ソーシアムにより、研修の受講体制を作り上げている。

　　　○喜茂別町地域おこし協力隊支援コンソーシアム

　　　　 1) NPO 法人きもべつ WAO

        2) 北海道ふるさとづくりセンター

　　　　 3) 喜茂別町

　　　○コンソーシアムの業務

　　　　 1) 選考に関するノウハウの提供・参画

　　　　 2) 協力隊員の起業に向けた研修プログラムの実施

　　　　 3) 支援活動の日程調整

　　　　 4) 支援ニーズの把握

　　　○協力隊員の基本的活動

　　　　 1) 地域行事等コミュニティ活動支援に関する業務

　　　　 2) 町内各種団体活動支援

　　　　 3) 支援活動の日程調整

　　　　 4) 高齢者等生活支援活動

　　　○地域おこし活動

　　　　 1) 農林畜産業の支援

　　　　 2) 特産品開発・販売支援

　　　　 3) 都市と山村交流事業の企画・運営

　　　　 4) 子どもたちの芸術・文化・教育活動に対する支援

　　　以上のようなことを明確にしておき、採用された１０名の協力隊員を町

内５地区に２名ずつ配置し、活動を開始した。

　　　○これまでの主な活動内容

　　　　 1) 住民、公共機関等への挨拶廻り

　　　　 2) 町内不法投棄パトロール

　　　　 3) 農業研修

　　　　 4) 農家 (高齢者 )への農業支援

　　　　 5) 高齢者住宅の雑草処理

　　　　 6) 定山渓温泉日帰りツアー (高齢者健康づくり・外出支援事業 )

        7) ボランティア団体が行う高齢者給食サービスへの支援
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　　　　 8) 高齢者生活支援 (買い物・病院送迎 )

        9) 町内清掃活動

　　　 10) 高齢者の引越し支援

　　　 11) 札幌市内での特産品販売イベントへの参加

　　 　 12) 喜茂別町内イベントの運営補助

　　　 13) 地域懇談会への参加 (茶話会 )

       14) 除雪活動

　　　 15) 協力隊新聞の発行 (１ヶ月ごと )

　　　　このような取り組みの様子は、道内民放テレビ局等に取り上げられ放

映されており、地域活性化への新たな取り組みとして注目を集めた。

また、総務省からも成功事例として視察に訪れている。しかし、当初

は受け入れる地元側とのギャップが大きく、関係者の苦労は大変なも

のだったと聞いている。

③　視察後の感想

　　　　以下が地域おこし協力隊の退任後の進路となっている。

　　　○地域おこし協力隊の進路

　　　【町内定住】

　　　　・飲食店の経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

　　　　・地元企業への就職　　　　　　　　　　　　　　　　１名

　　　　・整体院の経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

　　　　・株式会社を立ち上げ、特産品開発・販売　　　　　　１名

　　　　・地元の社会福祉施設への就業　　　　　　　　　　　１名

　　　　・まちづくりに関する事業を行う NPOに就職　　　　　２名

　　　　・グリーンツーリズムに関する調査を行う企業への就職１名

　　　【町外に転出】

　　　　・東日本大震災に係る復興活動ボランティアに従事　　１名

　　　　・札幌市にて、制作活動を行う　　　　　　　　　　　１名

　　　　このような結果について、関係者は非常に喜びを感じているのと、安

堵感の両方を味わっているようだった。協力隊員が果たしてくれた業

務を行政側が引き継がなければならないなどの、新たな課題も見えて

きたようである。しかし、協力隊員が各地域に残した地域住民とのコ

ミュニティは、何ものにも代え難い財産として今後も継続されていく

ことを、事業効果として期待しているようであった。

◎　札幌市
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　 (1)　調査 地　　高齢者緊急情報センター

　 (2)　調査月日　　平成２４年９月２６日

　 (3)　説明 者　　北海道健康づくり財団事務局長　田中　宣律　氏

情報システム部部長　　　　　　山根　篤司　氏

　　　　　　　　 　情報システム部主査　　　　　　山崎　無双　氏

　 (4)　調査内容

　　①　経緯

これまでのシステムでは、本人がボタンを押せない場合や、急に倒

れた場合に通報がされないため、発見が遅れるケースがあり、これに

対応するシステムとして、新たに人感センサーが導入されることとな

った。平成２４年６月議会で保健福祉課より補正予算が計上され、可

決したのをきっかけに、この際どのような運用がされているか、すで

に導入実績のある先進地を調査するとともに、この装置の通報先とな

る、北海道健康づくり財団における受信体制を視察することとした。

　

　　②　主な取組み状況

　　　　北海道健康づくり財団は昭和６１年８月に設立され、平成３年４月か

ら高齢者緊急情報センターの運営を開始している。

新しいシステムの特徴は人感センサーが付いていることである。こ

のセンサーを室内３カ所 (居間・寝室・玄関 )に設置して、特定の

判定時間内に所在が感知されない場合に「所在不明通報」としてシス

テムが作動し、電話回線で健康づくり財団に通報される仕組みになっ

ている。通報を受信する健康づくり財団では、受信センターが設置さ

れており２４時間三交替制でオペレーターが対応している。また、オ

ペレーターの受信装置の壁面には北海道の地図があり、町村の位置に

ランプが点灯することで通報がどこの町から来たものかわかる仕組み

になっている。この他のサービスとして「安否確認電話サービス」が

あり、システム利用者宅に保健師・管理栄養士が電話をかけ、安否確

認を３ヶ月に１回行っている。また、健康相談受信サービスとして、
9



電話機の相談ボタン等の通報により、保健師・管理栄養士が保健・医

療に関する相談に対応している。

③　視察後の感想

平成２１年度から平成２３年度までの緊急通報件数は２７１件あり

そのうち消防署等に出動要請を行った件数は４件となっている。

今後の課題は設置世帯の拡大にあるので、性能や利便性を広く周知

することが重要と考えられる。

一方で、予期せぬ行動パターンとして、夏などは玄関から出入りせ

ずに庭先から出かけてしまった場合の対応など、設置後の何らかの決

めごとを、町独自で利用者と協議することも必要との指摘もあった。

　　　以上、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査中間報告とする。
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