
令和４年度 第４回芽室町総合保健医療福祉協議会次第  

 

と き 令和５年３月３日（金） 

     午後６時３０分から 

ところ 芽室町保健福祉センター 

１階 かしわホール 

 

 

 

 

１ 開 会 

 

２ 町長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議 題 

（１）第４期芽室町総合保健医療福祉計画（案）について 

（２）第５期芽室町地域福祉計画（案）について 

 

５ 答 申 

 

６ その他 

 

７ 閉 会 

 



分　　　野 所　属　団　体　等 職 氏　　　名 会　職

保健・医療 公立芽室病院 院　　　長 研　谷　　 智 会長

保健・医療 十勝歯科医師会芽室歯科医会 会　　　員 家　内　典　夫

保健・医療 芽室町国民健康保険運営協議会 会　　　長 村　上　哲　也

福祉・介護 社会福祉法人十勝立正福祉事業会 理　事　長 紺　野　　　裕

福祉・介護 社会福祉法人柏の里めむろオークル 業務執行理事 古　川　　　誠

福祉・介護 社会福祉法人芽室町社会福祉協議会 会　　　長 小　椋　孝　雄 副会長

教育関係者 芽室町校長会 会　　　長 尾　崎　俊　明

教育関係者 芽室町ＰＴＡ連合会 会　　　長 鈴　木　嗣　人

関係機関・団体 芽室町農業協同組合 代表理事組合長 宇　野　克　彦

関係機関・団体 芽室消費者協会 副　会　長 野　崎　美保子

関係機関・団体 芽室町民生委員児童委員協議会 会　　　長 鈴　木　　　曻

関係機関・団体 芽室町商工会 会　　　長 明　瀬　禎　純

関係機関・団体 芽室町市街地町内会連合会 会　　　長 白　銀　孝　志

関係機関・団体 芽室町社会教育協会連絡協議会 会　　　長 前　田　尚　宏

関係機関・団体 育児ネットめむろ 会　　　長 小　池　和　枝

町　　　民 吉　口　美喜子

町　　　民 若　狭  富美子

学識経験者 社会医療法人社団三草会りらく 事　務　長 小　西　弘　和

学識経験者 社会福祉法人慧誠会芽室けいせい苑 施 設 長 植　松　哲　子

学識経験者 芽室町老人クラブ連合会 会　　　長 矢　野　征　男

芽室町総合保健医療福祉協議会委員名簿

委員委嘱期間　令和４年７月22日から令和６年７月21日まで



 

令和５年３月３日 

 

 

 芽室町長  手 島  旭  様 

 

芽室町総合保健医療福祉協議会 

会長  研 谷  智 

 

 

第４期芽室町総合保健医療福祉計画（案）ほか１件について（答申）案 

 令和４年７月 22 日付け健康第 199 号で諮問のあった標記の件について、本協議会

は次のとおり答申します。 

 

記 

 

第４期芽室町総合保健医療福祉計画（案）、第５期芽室町地域福祉計画（案）につ

いて、本協議会において慎重に審議を行なった結果、それぞれの計画（案）を別冊

のとおり答申します。 

 なお、各計画の推進に当たっては、計画策定の意義及び審議過程で各委員から出

された意見を十分踏まえ、次のことに努められたい。 

 

１ 第４期芽室町総合保健医療福祉計画 

第５期芽室町総合計画後期実施計画と連携し、町民一人ひとりが住み慣れたまち

で生涯を通じて健やかに暮らせるよう、ライフステージの視点と保健・医療・福祉

を中心とした関係施策の推進に努めるとともに、現代における多様な困りごと・課

題を抱える町民に対する包括的・重層的な支援体制づくりを推進し、より質の高い

サービスの提供を図られたい。 

 

２ 第５期芽室町地域福祉計画 

 計画期間はもとより、長期的な視点に立った地域共生社会の実現に努めるととも

に、すべての町民が生活の拠点である住み慣れた地域で、絆を保ちながら地域の一

員として生活を送ることができるよう、町民との協働をもって施策を進められたい。 

(案) 
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※平成26年度～令和８年度

計　　画　　名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

芽室町総合計画

総合保健医療福祉計画

高齢者保健福祉計画
介護保険事業計画

健康づくり計画

地域福祉計画

子ども・子育て支援
事業計画

発達支援計画

放課後子どもプラン

保育基本計画

※セルを塗りつぶした計画は、令和４年度に策定する計画。

障がい者福祉計画

障がい児福祉計画
（平成30年度から）

平成25年度～平成30年度

平成25年度～平成30年度

平成20年度～平成30年度

平成25年度～平成30年度

平成26年度～平成30年度

平成25年度～平成30年度

平成25年度～平成30年度

平成27年度～平成29年度

平成27年度～平成29年度

平成27年度～令和元年度

平成30年度～令和２年度

平成30年度～令和２年度

令和元年度～令和４年度

令和元年度～令和４年度

令和元年度～令和４年度

芽室町総合保健医療福祉協議会 関連計画一覧表

令和元年度～令和８年度

令和２年度～令和６年度

令和３年度～令和５年度

令和３年度～令和５年度

令和5年度
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全体会議 高齢者・介護 保健・医療 地域福祉 障害者 子育て

20 8 8 8 8 8

現在 R5～R8年度 R3～R5年度 R1～R5年度 R5～R8年度 R3～R5年度 R2～R6年度

次期 R9～R12年度 R6～R8年度 R6年度～(終期未確定) R9～R12年度 R6～R8年度 R7～R11年度

５月 5月 7月 ３月 ９月 １月

委員委嘱・個別計画策定諮問 ８期計画進行管理
４期計画の実績及び評価
報告

計画進行管理
６期計画進行管理、

７期計画策定スケジュール・
アンケート内容検討

計画進行管理

全体会議 部会 部会 部会 部会 部会

２月 7月 10月 11月

個別計画原案協議・答申 ９期計画基本目標審議 ５期計画（素案）の協議 アンケート結果分析

全体会議 部会 部会 部会

10月 12月 12月

９期計画素案協議 ５期計画原案の協議 ７期計画等素案協議

部会 部会 部会

12月

９期計画原案協議

部会

２月

パブコメ意見反映

部会

令和５年度芽室町総合保健医療福祉協議会及び個別部会予定

部会名

委員数

個別計画名

計画名 総合保健医療福祉計画
高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画

健康づくり計画 地域福祉計画
障がい者福祉計画・障がい
児福祉計画

子ども・子育て支援事業計画

開催時期（月）

内容（概要）

開催方法

3

開催時期（月）

内容（概要）

開催方法

2

開催時期（月）

内容（概要）

開催方法

1

6

開催時期（月）

内容（概要）

開催方法

4

開催時期（月）

内容（概要）

開催方法

5

開催時期（月）

内容（概要）

開催方法
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