


 

  



 
 

 

は じ め に 

 

平成１７年３月の丸亀市、綾歌町、飯山町の市町合

併に伴い、新たな丸亀市及び丸亀市社会福祉協議会が

誕生し、１０年が経過しました。 

今日の地域社会においては、少子高齢化や核家族化

が急速に進行し、かつての家族や近隣で共に支え合い、

助け合うという地域住民相互のつながりが希薄化する

など、地域を取り巻く環境は大きく変化し、様々な課

題が生じています。 

こうした状況を踏まえ、地域の新たな生活課題や福

祉課題の解決に向けて取り組むため、平成２８年度から平成３２年度までの５年間を

計画期間とし、行政の「地域福祉計画」と社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を

一体化し、「みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせる

まち丸亀」を目指し、「みんなのふくし丸亀プラン」を策定いたしました。 

今回の策定に当たっては、皆様に分かりやすい計画となるよう工夫するとともに、

行政や社会福祉協議会はもとより、住民の皆様をはじめ、地域で活躍するコミュニテ

ィ、ボランティアや福祉活動団体、社会福祉施設などの様々な活動主体ごとに期待さ

れる役割をお示しし、地域で人々がつながり支え合いながら丸亀市の地域福祉の推進

を目指す計画といたしました。 

 今後、この計画に基づき、「ふ
・

だんのく
・

らしのし
・

あわせ」を市民の皆様と一緒に築

いてまいりたいと存じます。行政及び社会福祉協議会も車の両輪として、丸亀市の地

域福祉推進に向け、これまで以上に連携してまいりますので、皆様のより一層のご協

力をお願い申し上げます。 

 最後に、本計画策定に当たり、多大なご尽力を賜りました策定委員の皆様をはじめ、

ふくし井戸端会議やアンケート調査、パブリックコメントなどを通じて貴重なご意見

をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成２８年３月 

 

丸亀市長・丸亀市社会福祉協議会長 

梶  正 治 
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１．計画策定の背景と趣旨 
 

丸亀市では、地域における様々な福祉課題に対応するため、国の動向や社会福祉法の理念

を踏まえ、平成 21 年３月に「丸亀市地域福祉計画」を策定し、福祉サービスの整備・充実

や地域住民・福祉事業者などの主体的な福祉への取り組み支援などの施策を進めてきました。

また、丸亀市社会福祉協議会では、平成 22 年３月に「丸亀市地域福祉活動計画」を策定し、

計画に基づき、地域住民の支え合い活動などを展開してきました。 

この間の地域を取り巻く状況をみると、少子高齢化の進展や核家族化など家族形態の変化、

旧市街地の空洞化、山間部・島しょ部の人口減少などにより、住民相互のつながりが希薄化

してきています。また、生活が多様化する中で、孤立死やひきこもり、自殺、ホームレス、

ゴミ屋敷、家庭内での児童・高齢者及び障がい者等への虐待、ＤＶの増加など、今までに考

えられなかったような新しい不安や課題が発生し、深刻な問題となってきています。さらに、

経済不況や雇用形態の多様化に伴う所得格差の広がり、平成 23 年３月に発生した東日本大

震災の経験から、生活困窮者対策や災害時の要支援者対策等の新たな課題への対応も求めら

れています。 

これらの課題は、「制度の狭間」と言われるように、公的なサービスや制度だけでは対応で

きないことが少なくありません。今後、このような課題に対応し、誰もが、年齢や障がいの

有無などにかかわらず、住み慣れた地域で安全に安心して暮らせるようにするために、基本

的な福祉ニーズは公的なサービスで対応するという原則を踏まえつつ、自治会、地域団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人など様々な組織が連携するとともに、地域の住民が主体とな

り、お互いに支え合い、助け合うしくみづくりが重要となっています。 

また、介護保険制度の改正や障害者総合支援法、子ども・子育て関連３法の施行など、従

来の福祉３分野においても様々な福祉政策の見直しが進められ、地域福祉の重要性が高まっ

ています。 

 このような背景を踏まえ、丸亀市における課題を再度整理し、住民、事業者、社会福祉協

議会、行政等が協力して課題解決に取り組むことを目指し、多くの住民の参画を得ながら丸

亀市と丸亀市社会福祉協議会が協働し、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に

見直し、「丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定することとしました。 
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地域福祉ってなぁに？ 

「地域福祉」とは、端的にいえば、 

ちいきに関わる様々な人の力で、ふだんの くらしの しあわせを 

支え合う取り組みといえます。 

少子高齢化が急速に進み、また、厳しい経済情勢が続くなか、ふだんの暮らしに、不

安や困りごとを抱える人が増えています。家庭や地域のつながりも、昔と違って、支え

る力が弱くなってきており、行政や民間の福祉サービスだけでは対応が難しいことも多

くあります。 

そこで、すべての人が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、法律や制度

による公的なサービスだけではなく、地域のみんなが、お互いに助けたり、助けられた

りする関係や、地域に関わるすべての人が行政や専門機関と協働して、支援を必要とし

ている人を支えていく地域福祉の新たなしくみづくりが、今、とても重要となってい

ます。 

 
第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画は･･･ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日常の暮らしの中で、 

「困りごと」や「気がかりなこと」は 

たくさんあります。制度やサービスで 

対応できるできないに関わらず、 

様々な課題に対して、地域の方々と 

関係団体、行政が一緒になって、 

支え合い・助け合う「地域福祉」の 

しくみを考えます。 

ひとり暮らしで不安！ 

ちょっと相談できるとこ

ろはないかな 

子育ての相談ができる

人がいたら助かるなぁ 

定年退職したか

ら、経験を活か

して、地域の役

に立ちたいなぁ 

時間があるから、ボラン

ティア活動をするぞ！ 

足が不自由だか

ら、台風や地震が

きたらどうしよう 

お隣りさんは、 

ずっと引きこもっ

てて心配だなぁ 

子どもの事故や事件が

心配！ 

あそこのお嫁さん、お姑さんの 

介護で大変そう。何かお手伝い 

できることはないかなぁ 

登下校の子ども

の見守りなら 

できるなぁ 

コラム 
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２．地域福祉をめぐる国の動向 
 

「丸亀市地域福祉計画」及び「丸亀市地域福祉活動計画」策定以降、福祉３分野におい

ては、様々な法改正等が行われ、平成 27 年度から新たな計画が始まっています。また、

福祉３分野以外においても、地域福祉に関連する法整備が行われています。主な国の動向

は以下のとおりです。 

 

≪高齢者福祉（介護）の分野≫ 

「介護保険法」の改正等により、第６期介護保険事業計画（平成 27～29 年度）では、

団塊の世代のすべてが後期高齢者になる平成 37 年の姿を念頭におき、医療・介護・介護

予防・生活支援・住まいが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を進める

こととされています。特に、介護予防・生活支援については、地域の多様な主体による取

り組みが求められています。また、認知症対策についても地域全体での支援体制が重要と

なっています。 

 

≪障がい者福祉の分野≫ 

「障害者基本法」の改正、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（障害者総合支援法）」の施行、「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律（障害者虐待防止法）」及び「障害を理由とする差別の解消に関する法律（障害者

差別解消法）」の制定、「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」の批准等、国の法

整備が進みました。 

第４期障がい福祉計画（平成 27～29 年度）では、入所・入院から地域生活への移行を

更に促進し、地域生活支援の拠点づくり、ＮＰＯ等によるインフォーマルサービスの提供

等、障がい者の生活を地域全体で支えるシステムを実現することとしています。 

 

≪子ども・子育て支援（児童福祉）・若者支援の分野≫ 

より子どもを生みやすく、育てやすい社会を実現することにより少子化問題を改善し、

今後の経済成長につなげるため、子ども・子育て関連３法が施行され、平成 27 年度から

子ども・子育て支援新制度がスタートしました。 

子育ての第一義的な責任は保護者にありますが、子どもは社会全体の宝でもあり、地域

のすべての人が協働して、子育て家庭を見守り、心に寄り添い、支えていくこととしてい

ます。 

また、有害情報の氾濫等、子ども・若者をめぐる環境の悪化やニート、ひきこもり、不

登校、発達障がい等の子ども・若者の抱える問題の深刻化を背景として、平成 22 年４月

には「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、子ども・若者の健やかな成長を地域に

おいて支援するためのネットワークづくりを行うこととしています。 
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≪災害時の支援の分野≫ 

平成 19 年 8 月 10 日の厚生労働省通知により、要援護者の支援方策を市町村地域福祉

計画に盛り込むこととされ、丸亀市においても災害時の要援護者支援対策に努めてきまし

た。 

平成 26 年４月、「改正災害対策基本法」が施行され、大規模な災害時等において、自力

での避難が難しい高齢者や障がい者等（避難行動要支援者）の円滑かつ迅速な避難確保を

図るための「避難行動要支援者名簿」の作成が市町村に義務付けられました。情報の共有

などについて住民の理解を深めるとともに、より一層、実効性のある支援の具体策をさらに

検討していく必要があります。 

 
≪生活困窮者への支援の分野≫ 

平成 25 年 12 月、生活困窮者自立支援法が成立（平成 27 年４月施行）し、すべての

福祉事務所を設置する自治体に必須事業の実施が義務付けられ、また、地域の実情に応じ

た任意事業を実施することが求められています。これに伴い、国は生活困窮者自立支援方

策を地域福祉計画に盛り込むこととしました。（厚生労働省通知 平成 27 年 3 月 27 日） 

生活困窮者は単に経済的困窮だけではなく、社会的孤立・排除が複合化した困難を抱え

ているため、従来からの縦割りの福祉制度では、法が定めるサービス受給資格からはみ出

し、いわゆる制度の狭間に落ちいっていた人々も多く、現状では生活困窮者が抱える課題

の状況把握が十分とは言えない状況です。地域福祉の観点から、何をするべきか、何がで

きるのかを検討し、計画に盛り込む必要があります。 

  


