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判断能力が十分でない方の権利を守る 

～後見センターまるがめ～ 
 

後見センターまるがめでは、認知症高齢者や知的障がい者、精神障が

い者など判断能力が十分でない人が、成年後見制度や日常生活自立支援

事業などを利用して、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、下記の事業に

取り組んでいます。  

 

(1)成年後見制度に関する広報及び啓発  

(2)成年後見制度等権利擁護に関する相談及び利用支援  

(3)市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人への活動支援  

(4)法人後見及び法人後見監督活動  

(5)日常生活自立支援事業  

(6)成年後見制度に関わる関係機関との連携 

 
 ★成年後見制度とは 

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人

について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支

援する制度です。 

●判断能力が不十分になる前に ➡将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、

「誰に、どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任

意後見制度」が利用できます。 

●判断能力が不十分になってから➡家庭裁判所によって、援助者として（成年後見人・

保佐人・補助人）が選ばれる「成年後見制度」が利用できます。 

 

★成年後見制度を利用するための申立てについて 

成年後見制度を利用するには、申立てが必要です。申立ては、本人の住所地を管轄す

る家庭裁判所で行います。申立てをすることができる人は、以下のとおりです。 

●本人、配偶者、四親等内の親族 

●任意後見人、検察官など 

●市長 

 親族がいない、もしくは親族がいるが関与を拒否している場合に、市長が申立てを

することができます。 

    
  ■後見センターまるがめ 

   丸亀市大手町二丁目 1 番 7 号 ひまわりセンター1 階 丸亀市社会福祉協議会内  
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生活困窮者の自立を支援するための取り組み 

～生活困窮者自立支援法に基づく事業の概要～ 

 
生活困窮者自立支援法（平成 27 年４月１日施行）では、「生活困窮者と

は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる

おそれのある者」とされています。また、この法律で、「市は、公共職業安定所その他の

職業安定機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮

者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。」と規定

されています。 

 
■丸亀市におけるこれまでの取り組み 

①自立相談支援事業 

地域に相談窓口を設置し、支援員が多様で複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、

他法・他施策の窓口や地域のネットワーク、関係機関等と連携し、相談者の自立に向

けた支援を行います。 

 

②住居確保給付金 

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動

をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。 

 

③家計相談支援事業 

家計状況の課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支

援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行

います。 

 
④就労準備支援事業 

直ちに就労が困難な方に６か月から１年の間、一般就労に向けた支援や就労機会の

提供を行います。 

 
⑤学習支援事業 

子どもの学習支援を始め、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づ

くり、進学に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。 
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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう 

～地域包括ケアシステムの構築～ 
 

「第７次丸亀市高齢者福祉計画及び第６期丸亀市介護保険事業計画」で

は、高齢者が介護や療養が必要となっても、住み慣れた地域で自分らしく

自立した生活を営むことができる地域社会の実現を目指し、あらゆる主体が参画・協働

し、医療、介護、介護予防・生活支援、高齢者の住まいを一体的に提供する「地域包括

ケアシステム」の構築に向け、長中期的な目標を定め計画的に取り組むと基本理念に謳

っています。 

【地域包括ケアシステムのイメージ】 
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基本目標２．地域福祉を支える「ひとづくり」 
 
 
 
 
 
 

地域福祉を推進していくうえで、最も大切なことは、一人ひとりの個性や人権を尊重し、

人をいたわる気持ちを持つことです。そして、住民一人ひとりが地域社会の一員としての

自覚と地域活動への関心を持ち、「誰もが支援の受け手にも、担い手にもなること」や「一

人ひとりの“困りごと”を地域の課題として、地域で力を合わせて解決していくこと」を

理解していることです。 

また、認知症、障がいや病気、虐待、ＤＶ、生活困窮など地域の中で様々な課題を抱え

ている人々の存在を、一人ひとりが認識することも非常に重要です。 

ところが、少子高齢化や核家族化に加えて生活が多様化する中で、人と人とのふれあい

を通してお互いをいたわり合う心を育む機会が少なくなってきました。また、関係団体か

らは、支援を必要とする人たちへの理解がまだ十分でないという声もあがっています。 

子どもの頃から、教育や、様々なふれあい活動・福祉活動体験等を通して、福祉の心を

育むとともに、「地域福祉」の必要性への理解を進める必要があります。 

 
 
 
 
 地域でのふれあいを通して、住民がお互いに理解し、人を思いやる意識を醸成します。 
 「地域福祉」の重要性への理解を高めます。 
 教育やふれあい・体験学習を充実し、子どもの頃から、高齢者や障がい者等への理解の

促進を図ります。 
 
  

行動目標 （５）人権意識と福祉の心を育てよう 

現状と課題 

みんなで行う取り組みの方向 
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主体 役割 

住 民 

 思いやりの心を育むように努めよう。 

 身近に支援を必要とする人がいることを理解しよう。 

 積極的に福祉講座等に参加し、福祉への理解を深めよう。 

コミュニティ 

(自治会、民生委

員・児童委員、福

祉協力員等) 

 コミュニティの活動を通じて、人を思いやる心を地域に広げよう。 

 福祉講座やイベント等を開催し、福祉教育を進めよう。 

 当事者（高齢者や障がい者等）との交流を通して相互理解を進めよ

う。 

ボランティア、 

市民活動団体、 

ＮＰＯ、福祉団体等 

 団体の活動を通じて、人を思いやる心を地域に広げよう。 

 積極的に福祉講座等に参加して、理解を深めよう。 

社会福祉施設等 

 地域で開催するイベント等に参加し、支援を必要とする人への理解

を呼びかけよう。 

 福祉講座やイベント等を開催し、福祉教育を進めよう。 

 地域に開かれた施設として、施設の機能を活かした福祉体験学習の

機会を提供しよう。 

社会福祉協議会 

①福祉情報の提供 

 福祉情報を収集し、わかりやすく提供します。 

 広報誌やホームページ等を活用し、住民に必要な情報を発信します。 

②福祉を身近に感じられる機会の提供 

 福祉の心を育むため、関係機関や団体と連携して、イベントや体験

学習などを開催します。 

④福祉教育の推進 

 学校などと連携して、子どもの福祉教育の機会を提供します。 

 地域や企業などを含めた福祉教育の実践に努めます。 

 福祉教育プログラムの開発に取り組みます。 

 福祉の支援が必要な人の理解を深めるため、高齢者・視覚障がい者

疑似体験グッズなどの貸出しを行います。 

市（行政） 

①地域福祉への関心を高める広報・啓発 

 ホームページや広報紙などを通して、地域福祉活動の事例を紹介し、

地域福祉活動の普及啓発を行います。 

 社会福祉協議会等と連携して、地域福祉に関するフォーラムなどの

開催に努め、地域福祉の考え方を周知します。 

  

それぞれの役割 
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市（行政） 

②人権意識を高めるための啓発の推進 

 多種多様な人権問題について、より多くの住民が関心を示し、参加

しやすくなるよう、周知・啓発手法に工夫を凝らしながら、人権尊

重の理念や正しい理解と人権尊重思想の普及高揚を図ります。 

 障がい者週間や人権週間などを契機に、啓発活動の展開と講演会等

の開催を進めます。 

③人権や福祉に関する教育・学習の推進 

 人権・同和問題に関する教育を推進します。 

 高齢者や障がい者に対する基本的理解、福祉・介護などの課題に関

する理解が深められるよう学習・教育機会の拡充を図ります。 

 

 
 
 
 

指標 現状値（平成26年度） 目標値（平成32年度） 

学校等への福祉出前講座開催回数 4 回 30 回 

暮らしの中で困りごとを抱える人たちか

ら助けの求めがあった場合に、対応したい

と思う住民の割合（アンケート調査より） 

65.3％ 80％ 

 
 

 
 

 
福祉教育の場づくり 

～小学生総合学習～ 
 

社会福祉協議会では、子どもたちが

バリアフリー教室や高齢者・障がい者

疑似体験をすることで、助け合うことの大切さや障が

いがあっても環境さえ整えばみんなと同じように生活

できることを学ぶなど様々な福祉教育を行っています。 

 

  

 

 

 

 
  

目標指標 

参考となる取り組み事例 

体験グッズ貸出事業 

福祉教育のための体験グッズを市内の学校や職

場、団体等に無料で貸出します。 

・高齢者疑似体験セット、車いす、白杖など 

・聴覚・視覚障がい者体験セット 

白内障メガネ 

重りつき 

ベスト 

手袋 

関節 

サポーター 

キャストシュー 

ヘッドホン 

折りたたみ杖 
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持続的な活動を推進し、また多様な地域活動を展開していくためには、人材確保は不可

欠ですが、ふくし井戸端会議（住民座談会）によると、活動の担い手の高齢化や、多くの

住民に活動が広がらず、一部の役員やボランティア活動従事者の負担が重くなっているこ

となど、人材不足が大きな問題となっています。 

今後、幅広い住民参加による取り組みを進めていくためには、気軽にちょっとしたこと

から参加できるしくみ、趣味・教養・スポーツなどのグループ活動を地域福祉活動に結び

つけていくような企画や仕掛け、社会の中で大きな比重を占める団塊の世代などの元気な

高齢者が、地域福祉の担い手として活躍できる場づくりが必要です。 

また、地域の福祉課題が複雑多様化する中で、課題解決に向けた取り組みを一層進めて

いくためには、地域の力に加えて商店、事業所等との協働を進めることも重要です。現在、

市は水道事業者に委託し、社会福祉協議会は新聞社や電力営業所等の企業（平成 27 年３

月 31 日現在、６社）と協定を結び、訪問時に家庭の異変を感じた場合に関係機関に通報

する取り組みを推進していますが、今後も一層、多様な事業所との協働を進めていく必要

があります。 

さらに、新たな担い手を発掘・育成していくためには、身近な地域でどのような活動が

展開されているのかを、的確に伝えるしくみを充実・強化していく必要があります。 

 
 
 
 
 
 地域福祉の考え方は、すべての住民が福祉の担い手であり、同時に受け手でもあるとい

う、「お互いさま」の精神の上に成り立っていることへの理解を深めます。 
 福祉講座等の充実などにより地域福祉の担い手を生み出します。 
 地域福祉活動を継続・充実させるために、活動の中心的な役割を担うリーダーやキーパ

ーソンの育成を図ります。 
 高齢者の中でも団塊の世代を中心に知識や経験を持った元気な方々が、地域におけるボ

ランティア活動で活躍できるよう支援します。 
 多様な担い手を確保するため、自分の都合や興味・関心に合わせ、特技や経験などを活

かすことができる柔軟な活動形態を検討していきます。 
 商店や事業所等も地域福祉活動の担い手として活躍できるしくみをつくります。 

  

行動目標 （６）地域福祉活動の担い手を増やそう 

現状と課題 

みんなで行う取り組みの方向 
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主体 役割 

住 民 

 講座や研修などに参加し、地域での福祉活動やボランティア活動な

どについて興味を持とう。 

 地域での福祉活動やボランティア活動に積極的に参加しよう。 

 地域での福祉活動やボランティア活動の体験を伝え、仲間を増やそ

う。 

コミュニティ 

(自治会、民生委

員・児童委員、福

祉協力員等) 

 地域住民に、地域活動やボランティア活動への参加を積極的に呼び

かけよう。 

 地域の商店や事業所・施設などへ、福祉活動への協力を呼びかけよ

う。 

ボランティア、 

市民活動団体、 

ＮＰＯ、福祉団体等 

 それぞれの団体の活動を通して、地域福祉やボランティアに関心を

寄せる仲間を増やそう。 

 住民が気軽に参加できるボランティア活動の機会をつくろう。 

社会福祉施設等 

 施設の機能を活かした専門的な助言や情報提供を通して、地域の活

動を支援しよう。 

 積極的に施設ボランティアの受け入れをしよう。 

社会福祉協議会 

①ボランティア活動の普及啓発 

 ボランティアについての周知を図り、活動への参加を広く呼びかけ、

担い手の拡大を図ります。 

 初めてボランティア活動をする人や、すでに活動をしている人など、

ボランティア活動経験に合わせた講座を開催します。 

 学生や団塊世代など、世代に応じたボランティア活動の機会を提供

します。 

②地域福祉活動の担い手の育成 

 いきいきサロンなどの活動の担い手となるリーダーを育成するため

の研修を行います。 

③地域での福祉活動を支える住民（福祉協力員）への支援 

 住民（福祉協力員）が地域とつながり、理解を深めることができる

支援をします。 

 住民（福祉協力員）が、地域の福祉活動を支援するスキルを高める

ための研修を実施します。 

④企業・事業所との連携 

 企業連携型巡回見守り活動事業の拡大を図ります。 

  

それぞれの役割 
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市（行政） 

①地域活動・ボランティア活動の普及啓発 

 新たな担い手を創出するため、住民活動に関わる情報を集約した「ま

るがめっと」の利用促進を図ります。 

②地域福祉活動の新たな担い手の養成 

 従来からの認知症サポーターの養成に取り組むとともに、郵便局、

農協、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の職域におい

ての認知症サポーターの養成を推進します。また、小学校及び中学

校において、認知症キッズサポーター養成講座を開催します。 

 県で養成される認知症サポーター養成講座の講師となるキャラバン

メイトが、地域において積極的に活動できる環境整備を推進します。 

③事業所等との連携による地域福祉活動の促進 

 水道、ガス、新聞等の事業所による高齢者や子どもの見守り、生活

困窮世帯や虐待の発見などの活動を推進します。 

 
 
 
 
 

指標 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

認知症サポーター養成講座受講者数 1,888 人 9,446 人 

ボランティア活動に参加したことがある

住民の割合（アンケート調査より） 
24.4％ 50％ 

 
 
 
 

みんなで認知症の人を支えよう 

～認知症サポーター養成講座～ 
 

市（行政）は、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの実現のた

め、認知症サポーターの養成に取り組み、認知症の人や家族を支える地域の

人材育成を進めています。具体的には、介護予防コミュニティ事業や民生委

員・児童委員、自治会長等関係機関との連携により、地域住民の認知症サポーターの養

成に取り組み、郵便局や農業協同組合、コンビニエンスストア等、市内職域においての

サポーター養成も進めています。 

また、子どもの頃から認知症への正しい理解を持ってもらうため、市内小学校の５年

生または６年生を対象に、キッズサポーター養成講座も行っています。 

  

目標指標 

参考となる取り組み事例 
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地域福祉を支えるまちのボランティアグループ 
 

丸亀市では、数多くのボランティア団体が特徴ある活動を展開し、地域福

祉を推進する上で大きな役割を担っています。 
 
 ★丸亀手話サークル 亀の子会 

現在会員は約 40 名、設立 40 周年を迎えるサー

クルです。 

手話の学習会や交流会を通して、聴覚障がい者

の問題を理解し、よき仲間となりともに活動して

います。また、地域の方々や子どもたちに聴覚障

がいや手話についての理解を深めたり普及のため

の活動なども行っています。 

 
 ★瀬戸マジッククラブ綾歌支部 

マジックの不思議さは、多くの人達に喜びと感

動を与え、生活のなかで自分たちが楽しみ、子ど

もたちに夢を与えます。 

子ども会・放課後児童クラブ・いきいきサロン・

高齢者施設などに出向き、地域の子どもたち、高

齢者にマジックの不思議さや楽しさを提供し、地

域で世代を超えた触れ合いと幅広い交流を行って

います。 

 

 ★収集ボランティア さつき会 

使用済み切手、プリペイドカード（図書カード、

テレフォンカード等）を収集・整理しています。 

収集した使用済切手等は「日本キリスト教海外

医療協力会関西事務局」や「誕生日ありがとう運

動本部」等により収集家等に売却され、その収益

を知的障がい者問題の啓発、アジア各地に派遣さ

れている医療受持者の支援、発展途上国の助成や

子どもたちのサポートに役立てています。 

  


