
【回答者（担当者）情報】

【基本情報】

　施設所在地（市町村名）

　

■ 次の設問に対する回答をお願いします。
　　　　※回答が選択式のものは、当てはまる欄にプルダウンリストから「〇」を選択してください。

   　　  ※回答が記述式のものについては、回答欄が狭い場合は、必要に応じ、行の幅を拡大してください。

　　　（集計の都合上、行の挿入や列の挿入などは行わないでください。）

問 １　共生型の取組を行う場の利用者について、以下の区分から当てはまるもの全てに〇を付けてください。

❏利用者

　

　

　

　

　　　　　　　　

問 ２　共生型の場における支え合いの取組において、支え手としての役割を持つ利用者（地域住民）について、
　　　当てはまるもの全てに〇を付けてください。

※ 利用者の全てである必要はなく、できる範囲において、一部の利用者（地域住民）が役割を担っている場合も○とする。

　

役割を担っている者
高齢者 障がい児･者 子ども その他

　運営主体

　事業開始年月日

利用者の区分
高齢者 障がい児･者 子ども その他

　所属（法人名）

　職・氏名

　連絡先電話番号

共生型地域福祉拠点（共生型の取組）に関する運営状況等調査

調査票２

　電話番号（施設）

　FAX番号（施設）

　設置主体

　メールアドレス

　施設の名称

　施設住所

【共生型地域福祉拠点（共生型の取組）とは・・】

○ 年齢や障がいの有無等に関わらず、身近な場所で地域の多様な課題やニーズに対応するとともに、地域住民

の参画の下で地域に根ざした支え合いを行う取組（拠点）･･別紙１も御参照ください。

（※介護保険制度の地域支援事業や障害者総合支援制度の地域生活支援事業、健康増進事業など、既存の地域

づくりに資する事業について、連携して一体的に事業を実施することが可能となっています。

また、地域づくり総合交付金を活用した拠点等の整備や地方創生交付金との連携により、地域に多様な集

いの場を整備する事例もあります。）

【記載に当たっての留意事項】

※１ 「整備中の施設」、「事業実施がこれからの施設」についても、記載可能な範囲で回答をお願いします。

※2 調査の時点：令和４年3月31日現在

※利用者の区分

・高齢者 ：65歳以上の方（支援を要する者）

・障がい児・者 ：障がいのある方

・子ども ：高校生以下の方

・その他 ：上記以外の全ての方（元気な高齢

者、大学生を含む）

※役割の例

・子どもや障がい児・者の見守り、子どもの遊び相手、

料理・勉強の講師役、高齢者の話相手・見守り、

高齢者宅の除雪、施設内の清掃、

コミュニティビジネス（食堂・売店）の手伝い、

イベントの手伝い、その他各種ボランティア活動 など

（役割は、上記の例に限るものではない。）



問 ３　共生型の取組を行う場において、活動内容を調整（コーディネート）する人材の有無について、当てはまる
　　　ものに○を付けてください。

　（１） コーディネートする人材の配置の有無

　 

　
　

　　　　（２） コーディネートする人材の専任・兼任の別 （３） コーディネートする人材が有している資格等

　 　　　　

問 ４  連携や情報共有を行っている関係機関について、当てはまるもの全てに○を付けてください。

問 ５　共生型の取組を行う場の開所頻度に、当てはまるものに○を付けてください。
その他 （具体的に）

問 ６　共生型の取組を行う場について、次の当てはまるものに○を付けてください。
　　  また、他事業も実施している建物の一部活用している場合は、どのような事業と施設を共有しているのか、

当てはまるもの全てに○を付けてください。

　（１） 共生型の取組を行う建物の専用・一部活用の別

　（２） 他事業の種別

相談 訪問 通所 入所 相談 訪問 通所 入所 相談 訪問 通所 入所

介護保険関係 障がい福祉関係 児童福祉関係 その他
(どのようなものか具体的に記載してください。)

共生型の取組のみ
を行う専用の建物

他事業も実施している
建物の一部活用

他事業も実施し、建物の一部活用している場合、次の(2)も回答願います。

月1～2回 週１～2回 週3～4回 週5～6回 毎日

市町村
福祉サービス

事業所
地域包括支
援センター

医療機関 教育機関 民間企業 自治会 その他

その他（資格名を記載願います） 特になし

相談支援専門員 保健師 社会福祉主事 保育士

関係機関

　　　　＊配置「有」の場合は、次の（２）、（３）の回答もお願いします。

専任・兼任の別

専任 兼任

有 無

社会福祉士 介護福祉士 介護職員 介護支援専門員

※コーディネートする人材とは･･

利用者同士の支え合いの取組やイベント等の企画・

立案、関係機関との連携・情報共有などを行う者



問 ７　調査時点において、共生型の場において実施・展開している共生型の取組（制度外サービス）に当てはまるもの
　  　全てに○を付けてください。

30 その他

31 その他

32 その他

33 その他

34 その他

 実施している事業の内容の当てはまるもの全てに「実施有無」欄のプルダウンリストから
 「○」を選択してください。

 実施する事業の対象者（利用者）について、当てはまるもの全てにプルダウンリストから
 「○」を選択してください。

 拠点を利用している利用者の数について、A又はBに人数を記載してください。
（複数回答可）

G
その他

E
その他拠点
機能

25 学校等からの実習受入

26 地域活性化（経済・観光など）の拠点

27 災害時避難所としての場の提供

F
イベント

28 各種イベント、行事の開催

29 地域のイベント、行事への参加

D
制度外支援
のサービス

18 食事の提供（配食サービスを含む）

19 訪問介護の対象にならない身の回りの支援

20 入浴の促し

21 移動支援

相談
支援

22 悩み事・困り事など相談対応

23 制度ｻｰﾋﾞｽ事業所、地域包括支援ｾﾝﾀｰ等との情報交換･連携

24 自治会（地域住民等）や民生委員等との情報交換･連携

C
生産･販売等
の活動

12 食品の製造販売

13 レストラン・食堂・カフェ

14 農産品の栽培（販売）

15 工芸品等の製作（販売）

16 駄菓子屋

17 廃棄物分別・リサイクル

B
住民活動の
場

5 地域住民の集い・交流の場、サロン、子どものたまり場

6 健康増進、介護予防教室、軽スポーツ

7 文化・創作活動

８ 母子保健・子育て支援活動

９ 学習支援

10 就労体験

11 ボランティア活動

A
建物(居室設
備)の提供

１ 住まいとしての居室の提供

２ 短期宿泊

３ 一時預かり

４ 住民活動団体等への場の提供（貸室、厨房･風呂設備等）

年間の延べ
利用者数

A

１回あたり
の利用者数

B

事業種別 事業の内容

実施

有=○

利用者区分

高
齢
者

障
が
い

児
・
者

子
ど
も

そ
の
他

概ねの利用数【概数】
A又はBいずれかを記入

③ 概ね利用者数

　　※ 制度サービスと制度外サービスを一体的に実施（対象拡大）している取組もあると思いますが、その場合、制度外サービス
          対象分について記載してください。

① 実施の有無   

② 利用者区分   

■本調査において、「制度サービス」及び「制度外サービス」を次のとおり定義させていただきます。

○「制度サービス」 ：次の各法に基づく給付対象サービスのほか、保育所（認可外を含む。）

・介護保険法（訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援、老人福祉施設 等）

・障害者総合支援法（居宅介護、生活介護、共同生活援助、相談支援、障害者入所支援 等）

・児童福祉法（児童発達支援、放課後等デイサービス 等）

○ 「制度外サービス」: 法人の独自事業のほか、自治体等からの委託・補助事業、介護保険総合事業（地域支援事業）や（障がい者）地域

生活支援事業などの市町村事業など、制度サービス以外の事業





問 ８　共生型事業運営上の課題について、当てはまるもの全てに○を付けてください。
　　   　（※ 「10 その他」を選択の場合は、具体的な内容を記載してください。）

選択欄

問９　その他ご意見などがありましたら、記載してください。

問10　北海道では、共生型の取組の推進及び拠点の運営者同士の情報共有を目的として、本調査による拠点施設の
　　 情報のうち､｢基本情報｣及び｢問７ 事業内容｣を記載した｢施設一覧｣を作成し、道ホームページ上に掲載する

予定です。
 つきましては、施設一覧の作成にあたり、情報掲載の同意についてよろしくお願いします。

※ ご協力ありがとうございました。

ご意見等

　１ 同意する

　２ 同意しない

制度外
サービス

 ６　事業実施に係る地域住民・関係機関等との協議の場

 ７　介護・障がい・子どもなど、個々の制度サービスの垣根を越えた連携体制の構築

 ８　自治会や商工会など、福祉の枠を超えた関係機関との関係づくり

 ９　上記３～８などを総合的にコーディネートするスタッフの企画立案力等の質の向上

共生型事業運用上の課題

 １　利用者の拡大や新たな事業展開などにより必要となる施設・設備整備に係る財源の確保

 ２   制度外サービスの実施（取組）に係る人件費などの運営費の確保

 ３   地域のニーズに対応した支援サービスの開発などの事業展開

 ４   地域住民が継続的に集まる仕掛けなどの企画

 10  その他（具体的に記載）

 ５　各サービス（取組）の実施に係る担い手（ボランティア等）の確保・養成


