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１．人 口 及 び 高 齢 者 世 帯 の 状 況

（1）人口

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

　　（注）パーセントは、総人口合計に占める割合。

（2）高齢者世帯

世帯 ％ 世帯 ％ 世帯 ％

　　※令和3年10月1日現在65歳以上人口　5,604人

　　（注）　・単身世帯　　～　ひとり暮らしの65歳以上の高齢者世帯（施設入所者等を含む）
　　　　　　・夫婦世帯　　～　いずれかが65歳以上の夫婦のみの高齢者世帯（施設入所者等を含む）

5,248

11,044

70.4%36.5% 2,531 34.0%

5,628

22.0%1,737

1,186

71.9%

40歳以上

1,075

39.2% 5,796

15.81218

世帯

7,694 802 10.4

7,899 73.4%3,097

夫婦世帯

15.0%

 令和3年10月1日現在調査

11.7%

14.0

単身世帯

1,181922

在宅で単身
高齢者世帯数

2,699 34.2%

男 7,454 901 12.1% 1,305

女

総世帯数
65歳以上の高齢者世帯

15.9%

2,923 19.0%

17.5% 2,717

16.2% 36.7%5,416 35.3%合計 15,353 1,823 11.9% 2,486

総人口
0～19歳

（参考）年齢階層別人口

20～39歳 40～64歳 65歳以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年3月31日現在〈住民基本台帳〉

75歳以上
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２．高齢者保健福祉資源
①　相談・制度に関すること

事業の名称 問合せ先

福祉総合相談 ◎　介護のことや認知症・日常生活の悩みなど様々な相談を受ける相談窓口です。

　　 相談内容に応じて、関係機関と連携し、必要なサービスや制度が利用できるよ

　　う支援します。電話相談、訪問相談も可能です。

＜料　金＞ 無料

消費生活相談 ◎　消費生活に関することでお悩みの方を対象に、専門の相談員による相談窓口

　　 を開設しています。

＜相談受付＞ 毎週月～金曜日（年末年始・祝祭日を除く）8時45分～17時15分

＜料　金＞ 無料

心の健康相談 ◎　不眠が続く、やる気がおきないなど心の不安や、悩み（認知症や高次脳機能障

　　　がいも含む）をもつ本人、家族の相談を行います。（予約制）

＜相談日＞ 江別保健所　月１回　/ 石狩支所　偶数月

＜料　金＞ 無料

◎　高齢や障がいにより、日常生活の判断に不安のある在宅生活の方に、福祉サ

　　 ービスの利用手続きの援助や代行、利用料の支払いなどを行い、地域で自立

  した生活が送れるように支援します。通帳、年金証書などの保管のお手伝いも

　します。

   ※サービスを提供するのは、当別町社協に登録されている生活支援員です。

　　　生活支援員による援助については、利用料が必要です。

  ＜料　金＞1時間1,200円、交通費300円  （生活保護受給者は無料）

◎　衣食住に関わる生活の困りごとや不安を抱えている方の相談を広く受け、相談

　　者と一緒に目標や支援内容を考え、一人ひとりに合わせた支援プランを作成し

　　ます。他の専門機関と連携して、目標へ向けた支援を行います。

◎　認知症、精神障がいなどにより、判断の能力が不十分な方々の日常生活や財

　　産管理を支える目的として、成年後見制度の適切な利用を進めるための普及啓

　　発、制度利用に関する相談業務、市民後見人の養成・育成などを行います。

＜対　象＞ 認知症や精神上の障がいによって、判断能力が十分でない方

◎　認知症や精神障がい等によって、判断能力が十分でない方については家庭裁

     判所に申し立てを行い、本人を援助する者（成年後見人）を選任して法的権限

     を与え、本人の代わりに法律的行為を行うことができます。（成年後見制度）

◎　経済的問題で、この制度の利用が困難な方へ手続費用等の助成を行います。

◎　経済的な問題や、家庭環境など、様々な理由により在宅での生活が困難にな

　　 った方が、生活の場として入所することができる施設です。

＜対象者＞ 65歳以上の高齢者で、収入の少ない方。

 生活保護世帯や、市町村民税の均等割が課税されていない方。

※ ただし、寝たきりの方は入所できません。

＜料　金＞ 本人及びその扶養義務者の負担能力に応じて費用を徴収

当別町
社会福祉
協議会

☎22-2301

内　　　　　容

環境生活課
町民生活係
☎23-3209

養護老人ホーム
への入所

成年後見制度利
用(町長申立）

日常生活
自立支援事業

介護課
高齢者支援係

☎27‐5131

当別町
地域包括支援

センター
☎25-5152

生活困窮者自立
相談支援事業

くらしサポートセ
ンターとうべつ
・しんしのつ
☎27-5011

江別保健所
健康推進課
健康支援係
☎011-383-

2111

成年後見支援
センター

とうべつ・しんし
のつ成年後見
支援センター
☎22-2301
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事業の名称 問合せ先

長寿者記念品　　 ◎　年度内において100歳となられる方を対象に内閣総理大臣から記念品、祝状を

     贈りお祝いします。（9月頃を予定しています）

◎　周囲にさりげなく知ってもらいたい時や、駅やサービスエリアのトイレで付き添う

　　 ときなどに「介護マーク」入りの腕章が利用できます。

＜対　象＞ 町内に居住している介護をされている方

＜料　金＞ 無料

◎　コミュニケーションを深め、健康で楽しい生活を送れるよう、入浴や娯楽の場を

　　 提供し、生きがいづくりを支援します。

＜対象者＞ 60歳以上の町民

＜開館日＞ 月～金 （8時45分～18時）

＜入浴日＞ 月・金   （12時～17時）　 ※ 入浴料　200円

＜ｶﾗｵｹ利用＞ 月・水・金 (12時～17時）　

車椅子貸し出し ◎　歩行の不安定な方が、旅行などの外出のために一時的に車椅子が必要なとき

　　 に貸し出しをしています。

＜費　用＞ 無料

② 　緊急時支援に関すること

事業の名称 問合せ先

◎　緊急事態が発生した時に、外部へ連絡できる通報装置を設置します。

＜対象者＞ 65歳以上のひとり暮らしの方で、市町民税が非課税世帯の方

＜内　容＞ ・通報装置本体やペンダント型無線発信機及び感知センサー

の設置により、ボタンを押すと緊急通報受信センターに通報が

入り、ご家族や協力員が駆けつけたり救急車で病院に搬送す

るなどの救援を行います。

・定期的に電話で安否確認や生活・健康の相談を行います。

＜料　金＞ 通報にかかる通話料は自己負担

◎　自宅で具合が悪くなった場合、救急車を呼ぶなど「もしも・・・」 の時に備え、か

      かりつけ病院など本人の医療情報を入れておく「救急医療情報キット」を全世

      帯に配布しています。

　　　※転入世帯には、転入届出窓口で配布しています。

◎　高齢者の安否の確認をするため事前に自宅の鍵を預かり、異変を感じた時に

     は預かった鍵で安否の確認を行います。

 ＜対象者＞ 65歳以上のひとり暮らしの高齢者、認知症や障がいなどによっ

て必要性を感じる方

＜費　用＞ 無料

　　※社会福祉協議会が、町内の医療・福祉施設等（24時間体制）と協力し、利用

　　　 者が住まわれている近くの協力医療・福祉施設で鍵の保管や管理をします。

 　 ※預かった鍵は、施設等で厳重に保管します。

緊急通報
サービス

介護課
高齢者支援係

☎27-5131

 ※ 北海道健康づくり財団に委託

救急医療情報
キットの配布

当別町
社会福祉
協議会

☎22-2301

緊急時安否確認
事業（鍵の預か
り事業）

高齢者福祉
センター（ゆとろ）

保健福祉課
福祉係

☎23-3019

内　　　　　容

「介護マーク」
入り腕章の配布

内　　　　　容

介護課
高齢者支援係

☎27-5131
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③　見守り支援に関すること

事業の名称 問合せ先

◎　孤立死防止のため、交番や消防、町内会・民生委員、新聞配達の販売所、郵

　　便局などの関係協力機関や住民からの情報を共有したネットワー クにより、社

     会から孤立する高齢者の安否確認を行なっています。

④　生活支援に関すること
事業の名称 問合せ先

配食サービス ◎　夕食を宅配し、安否の確認を行います。 利用者と配食ボランティアとの交流を

      深めるため会食会を実施します。　 

　　※　当別町社会福祉協議会へ委託

＜対象者＞ 65歳以上の一人暮らし等で、自力で調理する事が困難な方

＜料金・回数＞ 1食　470円　　月～金曜の週5回以内      

除雪サービス ◎　玄関先から公道までの通路（1m幅）の除雪を行います。

＜対象者＞

　　市町民税が、【非課税】もしくは【均等割のみが課税】されている世帯で、除雪を

　　手伝ってくれる親族・友人などがいない、以下のいずれかに該当する世帯です。

　　・65歳以上のひとり暮らし世帯で、疾病など身体上の理由により、自力で除雪が

　　　困難な世帯。

　　・いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯で、疾病等、身体上の理由により夫婦

　　　とも自力で除雪が困難な世帯。

　　・身体障害者手帳（１・２級）、療育手帳A判定又は精神保健福祉手帳１級を所持

　　　している方のみの世帯で、心身の障害及び傷病などにより除雪が困難な世帯。

　　※ 入院などで冬期間居住していない世帯は除きます。

　　※ シルバー人材センターへ委託

＜期　間＞ 11月から3月まで

＜料　金＞ 一冬当たり7,000円、生活保護世帯は3,000円　自己負担

◎　介護保険制度等公的サービスに該当しない、ちょっとした困り事を地域生活サ

　ポーターが有償ボランティアとして支える事業です。

 ＜支援内容＞ 買い物の付き添い、余暇等の際の外出支援、調理・掃除等の

　　 家事支援など

＜利用者料金＞ 30分　250円

＜ボランティア報酬＞ ボランティア活動30分につき報酬250円+活動ポイント150円分

◎　日常の見守り及び買物の支援が必要とされた方に、有償ボランティアの御用聞

　きサポーターが、自宅にて注文を聞き取り、町内の協力店が商品を配達します。

＜利用者料金＞ 要支援１・２の方は無料　（その他の方は1回200円）

＜ボランティア報酬＞ ボランティア活動15分につき活動ポイント125円分

◎　環境整備（清掃、草取り、草刈り、除雪、剪定）、家庭菜園の耕し、あて名書き等

＜対　象＞ 原則として町民であればどなたでも

＜料　金＞ 作業の内容により異なるため、お問い合わせください。

当別町シルバー
人材センター
☎22-4191

当別町
ボランティア

センター
☎22-0400

地域生活
サポーター事業 社会福祉法人

ゆうゆう
当別町共生型

地域福祉
ターミナル内
☎25-5137

介護課
高齢者支援係

☎27-5131

当別町シルバー
人材センター

内　　　　　容

当別町
社会福祉
協議会

☎22-2301

買い物御用聞き
サポート事業

とうべつ見守り
安心センター

内　　　　　容

4



⑤　集い・サロン活動に関すること
事業の名称 問合せ先

◎　孤独感の解消や、生きがい（参加意欲）づくり、見守り・安否確認、閉じこもり予

　　防などを目的に実施しています。

 ＜対象者＞ 高齢者、障がい者、子育て親子

＜開催場所＞ 町内会館、自宅など

＜参加人数＞ 5 名～ 20 名

＜回　数＞ 年間10回以上（初年度は6回以上）

※１回につき1,000円～2,000円（15回まで）助成しています。

かすみ草の集い　　　◎　地域スタッフ（ボランティア）が中心となり開催している集いです。社会福祉協議

　　 会、北海道医療大学とともに継続支援しています。

＜対象地区＞ 太美地区にお住まいで外出の機会の少ない方

（※必要者に送迎あり）

＜場　所＞ 西当別コミュニティーセンター（太美西）

＜回数・内容＞ 月1回　（準備会月1回）

軽い体操や脳トレ・創作活動・ゲームなど

＜料　金＞ 昼食 300円、保険料 年350円

友　遊　会　 ◎　地域スタッフ（ボランティア）が中心となり開催している集いです。社会福祉協議

　　 会、北海道医療大学とともに継続支援しています。

＜対象地区＞ 当別地区にお住まいで外出の機会の少ない方

（※必要者に送迎あり）

＜場　所＞ 当別町総合保健福祉センターゆとろ（西町）

＜回数・内容＞ 月1回　（準備会月1回）

軽い体操や脳トレ・創作活動・ゲームなど

＜料　金＞ 昼食 300円もしくは茶菓代 100円、保険料 年350円

ごちゃまぜサロン ◎　出来ることも出来ないこともみんなで話し合って一緒に作っていく、世代を超え

　　 た交流が出来るごちゃまぜサロンを実施しています。

＜対 象 者＞ 外出の機会の少ない主に高齢者（ターミナルに来れる方）

 ＜開催場所＞ 当別町共生型地域福祉ターミナル

 ＜開催回数＞ 月1回程度

＜料　金＞ 主に昼食代として400円程度

⑥　住民主体活動の支援に関すること
事業の名称 問合せ先

◎　住民が知識や経験を生かし、地域の中でボランティアという役割を持つことに

　　 よって生きがいを感じ、地域で活躍できるように、コーディ ネートします。ボラン

　　ティアにご興味のある方の相談に応じます。

◎　地域生活サポート事業、買い物御用聞きサポート事業の提供を担う有償ボラン

　ティアを養成するための講座を開催します。講座修了者には、町から認定証が

　 ＜受講料＞ 無料　 　 ＜開催回数＞年1回

内　　　　　容

ふれあい・
いきいきサロン

当別町
社会福祉
協議会

☎22-2301

内　　　　　容

介護課
高齢者支援係

☎27-5131

社会福祉法人
ゆうゆう

当別町共生型
地域福祉

ターミナル内
☎25-5137

当別町共生型
ボランティア
養成講座

介護課
高齢者支援係

☎27-5131
共生型地域

福祉ターミナル
☎25‐5137

　交付され、有償ボランティアとして活動できます。（事業内容や活動時間に応じ

　て報酬を受けたり、活動支援ポイントが発行されます。）

ボランティアの
コーディネート

当別町
ボランティア

センター
☎22-0400
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⑦　認知症支援に関すること

事業の名称 問合せ先

◎　認知症の疑いのある人やその家族のもとに訪問等を行い、認知症についての

　　 困りごとの相談に対応します。チーム員は、認知症サポート医 （医師） 、社会

     福祉士や保健師など専門職で対応します。

◎　認知症の人やその家族の相談をお受けし、状況に応じた必要なサービスが受

　　けられるよう、関係機関と連絡調整を行います。

◎　認知症を理解し、認知症の人と家族を温かく支えられる地域を作るため、町内

　　 各種団体（５人以上グループ）を対象に出前講座を行います。

＜料　金＞ 無料

◎  認知症について学びを深めたボランティアが認知症の方のご自宅を訪問し、話

     し相手や見守りをします。施設でのレクリエーションのボランティアを行います。

＜料　金＞ 無料

◎　徘徊等で行方不明となった高齢者の速やかな発見や保護のため警察・消防・協

　　 力機関と連携し、捜索します。

　該当者の名前、住所、特徴などを事前に登録しておくことで、行方不明となった

　時の捜索がスムーズに行われ、早期発見につながります。

◎　徘徊等で行方不明となった高齢者の捜索の手がかりになるよう、身に着けられ

  る小型のＧＰＳ端末の貸し出しを行なっています。

＜対象者＞ SOSネットワーク登録者で、町が必要と認定した者

＜利用料＞ 無料

Dカフェ ◎　認知症の人と家族・支援者が集まり、一人で抱えないように悩みを相談したり、

　　情報交換したり、認知症についての学びを深める場となっています。

＜場所・回数＞ 当別町総合保健福祉センターゆとろ　　月１回程度

＜料　金＞ 無料（行事等は実費負担あり）

認知症カフェ ◎　認知症の人と介護者が支えあえる地域づくりを目標とし、お互いの思いを語り

　　合う場として「認知症ふれあいカフェ」を開催しています。

＜場所・回数＞ 当別町総合保健福祉センターゆとろ　　年４回程度

＜料　金＞ 無料（行事等は実費負担あり）

認知症地域支援
推進員

あったかサポー
ター

内　　　　　容

当別町
社会福祉
協議会

☎22-2301

ＧＰＳ端末機の
貸し出し

当別町
地域包括支援

センター
☎25-5152

介護課
高齢者支援係

☎27-5131

当別町SOS
ネットワーク事業

認知症サポー
ター養成講座

当別町
地域包括支援

センター
☎25-5152

認知症初期集中
支援チーム
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⑧　健康づくりに関すること
事業の名称 問合せ先

健康相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　来所や電話等で、保健師・管理栄養士が健康相談（随時）を行います。

＜料　金＞ 無料

心の健康相談 ◎　不眠が続く、やる気がおきないなど心の不安や、悩み（認知症や高次脳機能障

　　 がいも含む）をもつ本人、家族の相談を行います。（予約制）

＜相談日＞ 江別保健所　月１回　/ 石狩支所　偶数月

＜料　金＞ 無料

⑨　病気の予防に関すること
事業の名称 問合せ先

◎　５人以上のグループでお申し込みいただくと、町職員や大学教授などが講師と

　 　なり、希望の講座を出前で行います。詳細は「当別町健康福祉出前講座」 冊子

　　又は当別町ホームページをご覧ください。

＜料　金＞ 無料

各種がん検診

　　 す。町内の集団検診及び町外の健診センターでの個別健診などで、受診できます。

　　 希望される方は、事前にお申込みください。

＜対象者＞ 子宮頸がん検診　20歳～

肺がん・大腸がん・乳がん検診　40歳～

胃がん検診　50歳～

＜料　金＞ 各種保険により、異なります。（生活保護受給者は無料）

◎　メタボリックシンドロームに着目した健康診査（腹囲測定・血圧・血液・尿検査等）

　　 を行います。健診結果を基に、保健指導を実施します。

＜対象者＞ 当別町国保に加入している40～75歳未満の方

＜料　金＞ 700円（保健指導は無料）

◎　血圧・血液・尿検査・心電図検査等の健康診査を行います。

＜対象者＞ 後期高齢者医療保険に加入している方

＜料　金＞ 600円

基本健康診査 ◎　血圧・血液・尿検査・心電図検査等の健康診査を行います。

＜対象者＞ 40歳以上の生活保護受給者の方

 ＜料　金＞ 無料

＜対象者＞ 40歳以上の方で、今までに検査を受けたことのない方

＜料　金＞ 各種保険により、異なります。（生活保護受給者は無料）

◎　インフルエンザの重症化予防のために、予防接種を行います。

＜実施期間＞ 10月1日～12月31日

＜対象者＞ ・65歳以上の方

・60～65歳未満の方で、心臓・肝臓・呼吸器に重い障がい（身体

　　　　　 障がい者手帳１級程度）のある方

＜料　金＞ 1,150円以上（生活保護受給者は無料）

江別保健所
健康推進課
健康支援係

☎011-383-2111

保健福祉課
健康推進係
☎23-4044

内　　　　　　　　　　　　　　　容

保健福祉課
健康推進係
☎23-4044

高齢者
インフルエンザ
予防接種

当別町健康福祉
出前講座

内　　　　　　　　　　　　　　　容

◎　胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がんの５つのがん検診を実施していま

特定健康診査・
保健指導

後期高齢者
健康診査

肝炎
ウイルス検診

◎　Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルス検査を実施します。
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◎　肺炎予防のために、予防接種を行います。

＜対象者＞ これまでに肺炎球菌予防接種を受けたことない方で下記に該当

する方

・今年度65・70・75・80・85・90・95・100歳になる方

　　　　　　　 ・60～65歳未満の方で、心臓・肝臓・呼吸器に重い障がい（身体

障がい者手帳1級程度）のある方

＜料　金＞ 2,500円（生活保護受給者は無料）

◎　新型コロナウイルス感染症予防のために、予防接種を行います。

＜対象者＞ ５歳以上の町民

※令和４年２月より、高齢者の３回目接種を開始。

＜料　金＞ 無料

高齢者肺炎球菌
予防接種

新型コロナ
ウイルスワクチン
予防接種

コロナワクチン
対策室

コロナワクチン
対策係

☎25-2667

保健福祉課
健康推進係
☎23-4044
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３． 当 別 町 の 保 健 ・ 福 祉 ・ 医 療 関 係 機 関 令和４年４月１日現在

【行政関係機関】 【サービス提供事業所・施設】
当別町福祉部 介護サービス提供事業所

保健福祉課 介護保険給付サービス（介護予防含む）

福祉係 ・居宅介護支援 6 カ所

・当別町民生児童委員協議会 ・訪問介護（ホームヘルプサービス） 5 カ所

・石狩地区保護司会当別分区 ・訪問看護 2 カ所

・当別町赤十字奉仕団 ・訪問リハビリテーション 1 カ所

健康推進係 ・通所介護（デイサービス） 3 カ所

・当別町食生活改善協議会 ・通所リハビリテーション（デイケア） 1 カ所

・当別町保健推進員 ・短期入所生活介護（ショートステイ） 2 カ所

介護課 ・短期入所療養介護（　　〃　　） 1 カ所

介護保険係 ・特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 1 カ所

高齢者支援係 ＜地域密着型サービス＞

障がい支援係 ・地域密着型通所介護 4 カ所）

コロナワクチン対策室  　（うち認知症対応型通所介護（共用型）　　 1 カ所）

ワクチン対策係 ・認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 1 カ所

当別町教育委員会 ・小規模多機能型居宅介護 1 カ所

子ども未来課 介護予防・日常生活支援総合事業サービス

子ども係 ・訪問型サービス（介護予防訪問介護相当） 5 カ所

・当別町子ども発達支援センター ・通所型サービス（介護予防通所介護相当） 6 カ所

子育てサポート係 介護保険施設

・当別町子育て支援センター ・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 2 カ所

・当別子どもプレイハウス ・介護老人保健施設 1 カ所

・西当別子どもプレイハウス

サービス付き高齢者向け住宅 3 カ所

当別町地域包括支援センター

・ケアマネジャー連絡協議会 養護老人ホーム 1 カ所

障がい福祉サービス提供事業所
・計画相談支援（当別町障がい者総合相談支援センター含む） 3 カ所

・居宅介護 5 カ所

・行動援護 1 カ所

・同行援護 2 カ所

【その他の連携機関】 ・重度訪問介護 4 カ所

北海道医療大学 ・生活介護 2 カ所

・短期入所施設（ショートステイ） 1 カ所

当別町社会福祉協議会 ・共同生活援助（グループホーム） 3 カ所

・当別町社会福祉協議会福祉委員会 ・就労継続支援Ａ 3 カ所

・当別町ボランテｨア連絡協議会 ・就労継続支援Ｂ 4 カ所

・当別町高齢者クラブ連合会 ・移動支援 2 カ所

・当別町母子寡婦会 ・地域活動支援センター 1 カ所

・当別町身体障害者福祉協会 ・日中一時支援 1 カ所

・当別町介護者と共に歩む会 ・障がい児通所施設 2 カ所

・当別町遺族会

・当別町共同募金委員会 共生型福祉施設

・共生型地域福祉ターミナル みんなのうた

とうべつ・しんしのつ成年後見支援センター ・共生型地域オープンサロン Garden

くらしサポートセンターとうべつ・しんしのつ ・共生型コミュニティー農園 ぺこぺこのはたけ

当別町ボランティアセンター

【医療関係機関】

当別町シルバー人材センター 町内医療機関・調剤薬局

・診療所 6 カ所

学習支援　ゆうゆう塾 ・歯科診療所 6 カ所

・調剤薬局 4 カ所

当別町障がい者総合相談支援センターnanakamado

北海道石狩振興局保健環境部保健行政室（江別保健所）

北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課
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