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目標指標
指標

現状値（平成 26 年度）目標値（平成 32 年度）

ふくし井戸端会議（住民座談会）の開催数

35 回

71 回

近所づきあいに満足している住民の割合
（アンケート調査より）

50.5％

60％

参考となる取り組み事例

丸亀型“福祉でまちづくり”を目指して
～おもいやりネット丸亀～
「おもいやりネット丸亀」は、香川県全域で取り組みを進めている「香
川おもいやりネットワーク事業」の丸亀市での取り組みです。
社会福祉法人施設と社会福祉協議会と民生委員・児童委員がつながり、支援を必要と
する人を、各機関が持つ機能や特徴を活かしながら「地域でトータルにサポートするし
くみ」をつくり、
「丸亀型“福祉でまちづくり”
」を目指しています。

■主な取り組み
①相談・支援担当者を配置
②社会福祉法人施設や社会福祉協議会、民生委員・児童委員等のネットワークの構築
③地域の居場所づくり、権利擁護体制の構築と情報発信

おもいやりネット丸亀のしくみ

社会福祉協議会
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行動目標

（２）困りごとをキャッチしやすい体制をつくろう

現状と課題
ふくし井戸端会議（住民座談会）やアンケート調査結果によると、核家族化や近隣関係
の希薄化などにより、話し相手や買物、ゴミ出し、掃除など、日常生活でちょっとした困
りごとを抱えている人が多くいます。
今後、ひとり暮らし高齢者の増加に伴い、生活上のちょっとした困りごとへの支援ニー
ズはますます増加すると見込まれ、日常的な見守りや身近な相談窓口など、困りごとをキ
ャッチしやすい体制を充実するとともに、地域住民による新たなサポート体制の構築が求
められています。
また、こうしたサポート体制は、ひとり暮らし高齢者などが地域で孤立することを防ぐ
取り組みとしても有効です。

みんなで行う取り組みの方向
 身近なところで、ちょっとしたことでも相談できる体制をつくります。
 隣近隣や地域で、日常的に見守り合い助け合う体制をつくります。
 地域において、住民相互の助け合いや協力により、生活上の困りごとを支援する取り組
みを進めます。
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それぞれの役割
主体

役割
 いい意味でのおせっかいになろう。

住

民

 お互いに隣近所での見守りを心がけよう。
 民生委員・児童委員などの身近な相談窓口を知ろう。

 見守りからの気付きを、相談窓口につなげよう。
コミュニティ
(自治会、民生委  地区の様々な困りごとや課題を話し合おう。
員・児童委員、福  生活上のちょっとした困りごとを支援するしくみづくりを進めよ
祉協力員等)
う。
 それぞれの団体の活動から気づいた地域の課題を、みんなに発信し
ボランティア、
よう。
市民活動団体、
ＮＰＯ、福祉団体等  住民の気付きを受け止め、地域内の団体で協力し、身近なところか
らの助け合い体制を整えよう。
 地域住民に、専門的な知識や情報を伝え、困りごとが相談しやすい
社会福祉施設等

体制をつくろう。
 地域の困りごとを受け止め、専門的な知識を活かして、助け合い・
支え合い活動への助言や支援をしよう。
①相談窓口機能の強化
 様々な福祉・生活相談に応えるため、窓口の一本化によるワンスト
ップ相談窓口の設置を検討します。
 コミュニティや行政等と連携し、地域に出向いて、潜在的な福祉・
生活課題の把握に努めます。
 あらゆる相談に対応できるよう、相談員の専門性の向上に努めます。

社会福祉協議会

②地域の体制づくりへの支援
 たすけあいサービスなどの活動を支援し、身近なところで助け合う
体制づくりを進めます。
 地域における見守り支援体制の充実に向けて、小地域見守りネット
ワーク活動対象の拡大を図ります。
 定期的に、コミュニティ単位での「ふくし井戸端会議（住民座談会）」
を開催し、それぞれの地域での福祉・生活課題の把握に努めます。
①相談窓口の充実と総合的な相談支援体制の構築
 介護、障がい、子育て、健康などの個別分野の身近な相談窓口を充

市（行政）

実し、周知に努めます。
 民生委員・児童委員、各種相談窓口などで受けた相談について、関
係部署と連携を取りながら、適切な対応を図ります。
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②地域での見守り・支援体制の充実
 住民が地域において支援が必要な人などに気づき、対応ができるよ
う、周知啓発を図ります。

市（行政）

 民生委員・児童委員、福祉協力員、福祉ママ、母子保健推進員、母
子愛育班、老人クラブ、自治会、コミュニティなどが行う地域での
見守り・助け合い活動を支援します。

目標指標
指標

現状値
（平成 26 年度） 目標値
（平成 32 年度）

たすけあいサービス事業立ち上げ数

4 ヵ所

8 ヵ所

参考となる取り組み事例

同じ地域に住む住民が互いに協力し合って、
生活上のちょっとした困りごとを支援します。
～たすけあいサービス事業～
高齢者や障がい者世帯など誰もが生活の中で「困りごと」を抱えてい
ます。平成 27 年４月現在、飯山南、飯山北の二つのコミュニティ推進協議会や二つの
ＮＰＯ団体などが事業を開始しています。社会福祉協議会では、コミュニティと協働し
て、地域の支え合いのしくみづくりを進めています。

★サービス内容
 外出時の同伴

 食事の世話

 衣類などの洗濯など

 居住等の掃除、整理整頓及び簡易な修繕
 生活必需品の買物代行

 ゴミ出し

代筆（年賀状・書類など）

 官公庁等との連絡 ・相談・話し相手
 その他
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 朗読

 敷地内の環境整備（草抜きなど）

第４章

行動目標

取り組みの推進

（３）課題の深刻化を防ぐ体制をつくろう

現状と課題
住民が抱える生活課題は、介護、障がい福祉、精神保健、子育て、虐待やＤＶ、自殺問
題など複数の分野にまたがっているうえ、周囲との関係を拒み孤立、経済的に困窮、制度
利用を拒否、困りごとを自身や家族で抱え込んでいるなど、複雑多様化しています。これ
らの課題は、速やかに発見し、適切に対応することが求められますが、地域住民がそのよ
うな人の存在を認識しても、対応の仕方がわからない、解決の糸口がなかなか見つけられ
ないなどにより、状況が深刻になる可能性があります。
住民が抱えている課題の深刻化を防ぐためには、身近な相談機関が必要であることはも
ちろんですが、小地域で見守りネットワークをつくり、課題が深刻になる前に発見し、複
数の専門職や専門機関と連携して、必要な支援に結び付けていくことが重要です。
ますます複雑多様化する地域の生活課題の深刻化を防ぐため、住民と専門職や専門機関、
福祉施設、関係団体等のネットワークづくりを進め、困りごとを抱えている人を総合的・
包括的に支援できる体制づくりが必要です。

みんなで行う取り組みの方向
 従来の見守り活動や制度の対象とならない人を社会から孤立させないため、関係団体・
事業者などによるネットワークの充実・強化を図り、地域全体で見守る体制をつくりま
す。
 地域において高齢者や障がい者、児童への虐待や、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）
などの防止や早期発見に取り組み、発見した場合は、適切な機関につなぐしくみをつく
ります。
 地域と専門機関、専門機関同士が連携を図り、総合的な相談・支援体制の充実・強化を
図ります。
 課題の深刻化を防ぐため、地域、専門職・専門機関、社会福祉協議会、行政による重層
的な連携・協働体制を構築していきます。
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それぞれの役割
主体

役割
 地域で支援が必要な人に気づいたり、異変を発見した場合は、身近

住

民

な民生委員・児童委員などに速やかに相談しよう。
 コミュニティなどが実施する地域での見守り活動に参加しよう。

 支援を必要とする人を見逃さず、孤立することがないような体制づ
コミュニティ
くりに取り組もう。
(自治会、民生委
員・児童委員、福  課題の深刻化を防ぐために、自治会等小地域での見守り活動を充実
祉協力員等)
しよう。
 それぞれの活動から気づいた地域の課題を地域内の団体や関係機関
ボランティア、
と共有しよう。
市民活動団体、
ＮＰＯ、福祉団体等  それぞれの団体の特色を活かした課題解決のための相互連携を強め
よう。
 地域内の団体が把握した課題を共有し、課題解決に向けて積極的に
社会福祉施設等

連携しよう。
 制度や既存のサービスだけでは解決できない課題に対応できるしく
みづくりを提言しよう。
①小地域見守りネットワーク活動の推進
 地域における見守り・支援体制の充実に向けて、地域で暮らす全て
の人々を対象とした小地域見守りネットワーク活動の充実を図りま
す。
 福祉制度の理解促進や地域ごとの様々な生活課題を把握するため、
民生委員・児童委員の担当エリアで小地域ネットワーク会議を推進
します。
②地域との連携協働の推進
 小地域ネットワーク会議へ地区担当職員が積極的に参加します。

社会福祉協議会

 地域での相談支援体制の充実を図るため、地区担当職員の資質向上
に取り組みます。
 社会福祉協議会のネットワーク機能を活かして、地域と連携した課
題解決のしくみづくりを進めます。
③困難な課題への取り組み
 現行制度では解決できない課題について、新しいサービス開発等の
検討の場を設けます。
 支援が必要な人に寄り添い、問題解決に努めます。
 地域ニーズや関係機関と連携しながら、制度や既存のサービスだけ
では解決されない課題に対応できるしくみづくりを提言します。
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①専門・相談機関の連携体制の充実
 地域の生活課題に対して、地域担当職員制度等も活用しながら、関
係課・関係機関と連携し、課題解決に向けた横断的な支援を行いま
す。
市（行政）

 高齢者や障がい者、児童への虐待、ＤＶなどに対する専門的な相談・
支援体制の充実を図ります。（高齢者支援（虐待防止等）ネットワ
ーク、障害者虐待防止センター、要保護児童対策地域協議会など）
 困難事例の予防と早期発見・対応のため、社会福祉協議会や関係団
体等と行政が連携・協働する地域福祉ネットワークの構築を図りま
す。

目標指標
指標

現状値
（平成 26 年度） 目標値
（平成 32 年度）

見守り連携企業数

９社

30 社

参考となる取り組み事例

住みなれた地域で安心して暮らせるための
見守りネットワークづくり
～小地域見守りネットワーク活動～

福祉協力員の活動
民生委員・児童委員のエリア
ごとに、福祉協力員が見守り活
動を行っています。地域内の福
祉ニーズを把握するため、情報
交換会などを開催し、関係機関
などと連携して支援する輪(ネ
ットワーク)を形成しています。
社会福祉協議会では、支援の
輪を広げることで、
「誰もが安心
して暮らせる福祉のまちづくり」
を目指しています。
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行動目標

（４）地域での自立を支えるしくみをつくろう

現状と課題
誰もが住み慣れた地域で心豊かに自立した生活ができる地域社会が求められています。
今まで、いわゆる制度の狭間で孤立していた生活困窮者については、平成 27 年度から
生活困窮者自立支援法に基づき事業を実施していますが、単に経済的困窮だけでなく、ひ
きこもりや健康面など複合的な困難を抱えていることが多く、地域福祉の観点から生活困
窮者のニーズを的確に把握し、さらに対策を充実していく必要があります。
また、少子高齢化、世帯の小規模化の進行等により、高齢者・障がい者を地域で支える
権利擁護のニーズが増大しています。特に、高齢者を狙った悪質商法や、振り込め詐欺、
障がい者などへの財産搾取、家族等による虐待など、重大な権利侵害事例が発生していま
す。高齢者・障がい者等を地域で支える権利擁護の取り組みを進めるとともに、認知症や
ひとり暮らし高齢者、障がい者等が、住み慣れた地域で自立した生活を送り続けることを
支援するしくみを充実していく必要があります。
丸亀市では、
「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」
「障がい者基本計画・障がい福祉
計画」等の行政計画に基づき、社会的な支援を必要としている人への支援体制の整備に努
めてきましたが、様々な地域のニーズに対応していくため、各々の公助計画に基づいて、
関係各課と連携を図りながら更なる支援体制の充実を図る必要があります。

みんなで行う取り組みの方向
 生活に困窮している人の状況を把握し、自立を支援します。
 介護が必要な高齢者や障がい者が、地域で自立した生活が送れるような体制をつくりま
す。
 高齢者や障がい者等の権利擁護の取り組みを進めます。
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それぞれの役割
主体
住

民

役割
 福祉制度や権利擁護について理解しよう。
 お互いさまの気持ちで地域の支援活動に参加しよう。

 自立した生活を支えるための住民の意識づくりを進めよう。
コミュニティ
(自治会、民生委  行政や社会福祉協議会等が実施する福祉サービスの情報提供をしよ
員・児童委員、福
う。
祉協力員等)
 地域住民がお互いに支え合い、助け合うしくみをつくろう。
ボランティア、
 団体の特色を活かし、自立した生活を支えるためのボランティア活
市民活動団体、
動を進めよう。
ＮＰＯ、福祉団体等
社会福祉施設等

 行政や社会福祉協議会等が実施する福祉サービスに協力しよう。
 専門的な知識を持った職員による地域支援体制をつくろう。
①生活困窮者への支援の推進
 「丸亀市自立相談支援センターあすたねっと」において、生活のし
づらさを抱えた方が、地域で安心して暮らせるよう、自立に向けて
その人に応じた支援を行います。
 関係機関と連携し横断的・継続的に支援を行います。

社会福祉協議会

②高齢者等の生活支援の推進
 高齢者等の外出支援、買物支援、配食サービス、救急医療情報キッ
ト「安心キット」などにより、高齢者等の生活を支援します。
③権利擁護の推進
 権利擁護や福祉制度についての普及啓発に努めます。
 「後見センターまるがめ」において、権利擁護事業（日常生活自立
支援、法人後見、市民後見）の充実に努めます。（P55 参照）
①生活困窮者等への支援
 生活困窮者のニーズの把握に努め、生活困窮者自立支援法に基づく
事業を推進します。（P56 参照）
 「丸亀市生活困窮者自立支援運営協議会」「丸亀市生活困窮者自立

市（行政）

支援調整会議」を開催し、早期発見や適切な支援につなぐことがで
きるよう隣保館など関係機関のネットワークをつくります。
 生活困窮者を始め、支援が必要な人と地域のつながりを適切に確保
するとともに、これらを地域全体で支える基盤を構築します。
（P54
参照）
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②高齢者、障がい者等の地域での自立支援
 「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」「障がい者基本計画・障
がい福祉計画」に基づき、高齢者や障がい者の在宅生活を支援する
事業を推進します。
市（行政）

③権利擁護の推進
 支援を必要とする高齢者等の権利擁護として、成年後見制度の周
知・啓発を行い、利用促進を図ります。
 高齢者等の地域での自立を支えるしくみとして、市民後見人の養成
や成年後見センターの運営補助を行います。

目標指標
指標

現状値
（平成 26 年度） 目標値
（平成 32 年度）

日常生活自立支援事業相談件数

1,690 件

2,500 件

丸亀市自立相談支援センターあすたねっ
と相談件数

3,141 件

4,000 件

13 人

30 人

市民後見人登録者数

参考となる取り組み事例

地域における生活困窮者等のための「共助の基盤づくり事業」
市（行政）は、地域福祉を推進するため、丸亀市社会福祉協議会ととも
に「共助の基盤づくり事業」に取り組んでいます。
この事業は、年齢や性別、
その置かれている生活環境などにかかわらず、
身近な地域で、誰もが安心して生活できるよう、地域住民の支え合いによる共助の取り
組みの活性化を図り、支援が必要な人を地域全体で支える基盤を構築することを目的と
するものです。
丸亀市では、今後も、地域福祉の充実を図るため、様々な事業を実施していきます。
★共助の基盤づくり事業の主な取り組み
・ふれあい・いきいきサロン（P70：社会福祉協議会②、P71：市③参照）
・安心キット（P53：社会福祉協議会①参照）
・配食サービス（P53：社会福祉協議会①参照）
・情報ほっと♡メール（P74：社会福祉協議会①参照）
・企業連携型巡回見守り活動事業（P62：社会福祉協議会④参照）
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