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行動目標

取り組みの推進

（７）担い手が活動しやすい環境をつくろう

現状と課題
現在、地域では住民による様々な福祉活動が展開されていますが、福祉活動の担い手や
ボランティアが活動を行うに当たって、地域住民の協力をいかに得るか、他団体との連携
をいかに図るか、後継者をどのように育てるかなど様々な悩みを抱えることがあります。
福祉活動の担い手やボランティア同士の交流・情報交換の場をつくるなど、団体間の連携
強化を図るとともに、様々な地域福祉の担い手が活動しやすい拠点の整備や環境づくりに
取り組む必要があります。
また、個人情報保護法施行以降、いわゆる「過剰反応」と呼ばれる現象が広がり、支援
を必要とする人の情報収集やニーズ把握がより困難になり、活動しづらい状況になってい
ることが、ふくし井戸端会議（住民座談会）で指摘されています。災害時だけでなく、日
常的な見守り活動等に必要な個人情報の提供や共有のあり方について検討していく必要が
あります。

みんなで行う取り組みの方向
 地域で活動する住民同士、団体同士が地域課題を共有し、交流や情報交換を行う場や機
会を増やします。
 地域活動やボランティア活動を継続・充実するための取り組みを進めます。
 見守り活動等に必要な個人情報の提供や共有のあり方について検討します。
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それぞれの役割
主体
住

民

役割
 地域での福祉活動・ボランティア活動の重要性について理解しよう。
 地域での福祉活動・ボランティア活動に積極的に協力しよう。

 地域内での福祉ニーズを把握しよう。
コミュニティ
(自治会、民生委  地域で活動する住民同士、団体同士の話し合いの場をつくり、地域
員・児童委員、福
課題の共有や情報交換をしよう。
祉協力員等)
 有償サービス・有償ボランティアのしくみづくりを検討しよう。
ボランティア、
 地域で活動する団体同士の話し合いの場をつくり、地域課題の共有
市民活動団体、
や情報交換をしよう。
ＮＰＯ、福祉団体等
 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
社会福祉施設等

動を支援しよう。（再掲）
 積極的に施設ボランティアの受け入れをしよう。（再掲）
①ボランティアセンターの充実
 ボランティアの相談・登録・あっ旋事業の充実を図ります。
 ボランティア団体との連携強化を図ります。
②地域での福祉活動・ボランティア活動の機会の提供
 社会福祉協議会の事業の中で、地域での福祉活動・ボランティア活
動の機会をつくります。
 福祉事業者や関係機関、当事者団体などとのつながりを活かし、多
様な活動機会を提供します。
③地域での福祉活動・ボランティア活動を継続・充実させるための支援
 ボランティアと支援を必要とする人をつなげます。

社会福祉協議会

 ボランティアが安心して活動を続けることができるよう、相談・支
援、連絡調整を行います。
 地域での福祉活動・ボランティア活動を行っている人を対象に、ス
キルアップを目的とした研修会・講習会を開催します。
④団体活動の財源確保
 有償サービス・有償ボランティアのしくみづくりを支援します。
 地域での福祉活動・ボランティア活動の財源となる基金・助成金な
どの情報提供に努めます。
⑤ファミリー・サポート・センターの充実
 まかせて会員養成講座やスキルアップ研修会を実施し、会員の拡充
に努めます。
 アンケートや交流会などを実施し、会員のニーズ把握に努めます。
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①地域活動・ボランティア活動への支援
 ボランティア活動の機会・場をつくります。
 社会福祉協議会や関係団体等と連携して、ボランティア活動に関す
る情報提供を行います。
 地域において社会奉仕活動や生きがいづくりなど多様な活動を展開
している老人クラブ連合会に対して補助を行うことで、活動の充実

市（行政）

を支援します。
 イベントやフェスタ等の実施の際に、地域や事業所、関係団体等の
連携のきっかけづくりを行います。
②個人情報共有のあり方の検討
 社会福祉協議会や関係団体等と連携して、見守り活動等に必要な個
人情報の提供や共有のあり方を検討します。

目標指標
指標

現状値
（平成 26 年度） 目標値
（平成 32 年度）

丸亀市ボランティアセンター個人ボラン
ティア登録者数

18 人

120 人

福祉情報を入手できている住民の割合
（アンケート調査より）

14.6％

30％

参考となる取り組み事例

地域で子育てをサポートするしくみ
～ファミリー・サポート・センター～
社会福祉協議会では、一時的な
子育てを助け合う会員組織「ファ
ミリー・サポート・センター」を運営しています。

ファミリー・サポート・センター

子どもを持つすべての家庭が、仕事と家庭を両
立し、地域で安心して子育てが出来るように、会

ファミリー・
サポート・
センター
活動のしくみ

員同士を結び、サポートしています。
■会員数
おねがい会員

５６２名

まかせて会員
両方会員

１７３名
２２名

援助して欲しい人

平成 27 年 9 月末現在
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"いつでも""どこでも""誰でも"
ボランティア活動に参加できる体制づくり
～ボランティアセンター～
ボランティア活動への関心と広がりの中で、あらゆる分野・領域で、子どもから高齢
者まで様々な年代の人たちがボランティア活動に参加しています。
社会福祉協議会が運営するボランティアセンターでは、ボランティア活動をしたい人
とボランティア活動に来てほしい人をつなげる役割を担っています。また、ボランティ
ア活動の輪を広げるためのボランティア活動に関する情報の提供や活動に関する相談、
ボランティア人材の登録、ボランティア保険の加入手続きを行っています。
その他、ボランティア活動のきっかけづくりとして、子どもたちがボランティア活動
を体験する機会づくりや災害時における災害ボランティアセンターの運営など、ボラン
ティアに関する幅広い分野で、様々な取り組みを行っています。

■ボランティア活動のきっかけづくりの取り組み
●こどもふくしセミナー
小学生を対象に、もしもの災害時に子どもたちが自
分にできる被災復旧活動（心肺蘇生法、応急手当等）
を体験することによって、共に支え合い、助け合うこ
との大切さを学び、それによって地域福祉活動やボラ
ンティア活動の必要性について考えるきっかけをつく
ります。
●ふれあいワークキャンプ
中学生・高校生を対象に、病院、社会福祉施設等で
のボランティア体験学習を通じて社会福祉への理解と
関心を高めるとともに、社会奉仕、社会連帯の精神を
養います。

●ふくしフェスティバル
福祉団体や社会福祉協議会の活動に対する理解を深
めるため、ボランティア団体・企業・福祉施設等との
協働で、地域福祉活動を広く啓発しています。
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基本目標３．地域で安全に安心して暮らせる「まちづくり」
行動目標

（８）誰もが地域に出やすい環境をつくろう

現状と課題
住み慣れた地域の中で、すべての住民が安全に安心して生活を送ることができる「共に
生きる地域社会」をつくるためには、高齢者、障がい者、乳幼児とその保護者など、誰も
が安心して気軽に外出し、社会参加できる環境づくりが求められます。
ふくし井戸端会議（住民座談会）では、
「交通手段がなく、病院や買物に行けない。地域
行事に参加できない」
「移動手段がないことが最大の課題」など、外出の困難さを訴える声
が多くありました。
また、関係団体ヒアリングでは、「障がい者の外出には支援が必要」
「外出しても、高齢
者、障がい者の居場所がない」
「ひきこもり対策は、本人の役割のある居場所づくりが重要」
といった課題も挙げられています。
誰もが地域に出て、地域の人と交流し、生きがいのある暮らしを送るためには、ハード
（設備）とソフト（意識）の両面からのバリアフリー化を進めるとともに、居場所づくり
が必要です。

みんなで行う取り組みの方向
 高齢者、障がい者、乳幼児とその保護者など、誰もが気軽に外出できる環境づくりを進
めます。
 誰もが、地域活動に参加しやすいよう、外出やコミュニケーションなど、地域全体で支
援を行います。
 高齢者や障がい者、子育て中の親子、ひきこもりの人など、地域において多様な居場所
づくりを進めます。
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それぞれの役割
主体

役割
 お互いに声をかけるなど、思いやりのある、暮らしやすいまちにし

住

民

よう。
 障がい者や認知症高齢者など、外出に支援を要する人への理解を深
めよう。

 地域内の環境を、安全やバリアフリーの視点で見てみよう。
コミュニティ
(自治会、民生委  公共の場でのマナー向上を呼びかけよう。
員・児童委員、福  障がい者や認知症高齢者など、誰もが気軽に利用できる居場所づく
祉協力員等)
りをしよう。
 日ごろのボランティア活動を活かして、居場所づくりなど、困って
ボランティア、
いる人を支えるしくみを検討しよう。
市民活動団体、
ＮＰＯ、福祉団体等  有償も含めて、地域の高齢者や障がい者等が外出しやすいよう、移
動支援の取り組みを検討しよう。
 日頃の事業を活かし、地域の環境整備や社会参加に向けた助言や支
社会福祉施設等

援をしよう。
 誰もが気軽に利用しやすい居場所として、施設を提供しよう。
①支援を要する人への理解促進と支援の充実
 高齢や障がい、子育てなど、ふだんの暮らしに支援や配慮を必要と
する人がいることを広く周知し、理解の促進に取り組みます。
 障がい者の移動支援を行うガイドヘルパーや子育てホームヘルパー
など、支援を必要とする人への個別支援の充実を図ります。

社会福祉協議会

②多様な居場所づくり
 身近な交流の場として、ふれあい・いきいきサロンの立ち上げや運
営を支援します。
 コミュニティなどと連携し、子どもから高齢者まで利用できる世代
を超えた居場所づくりについて検討します。
 コミュニティカフェやメンズサロンなど、魅力のある居場所づくり
を検討します。
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①ユニバーサルデザインを意識した環境の整備
 公共施設や道路等のバリアフリー化、ユニバーサルデザインに基づ
く整備を推進します。
 心のバリアフリーに関する啓発を行います。（例：赤ちゃん連れや
ベビーカーでの外出への理解促進、車いす専用駐車スペースの重要
性や放置自転車の危険性についての啓発など）
②社会参加のための手段と機会の提供
 丸亀市コミュニティバスが交通弱者にとって利用しやすい移動手段
市（行政）

となるよう、運行事業者と調整しながら充実に努めます。
 障がい者の移動を支援するため、福祉タクシー事業を実施します。
 手話通訳者・要約筆記者の派遣など、障がい者が社会参加するため
の支援を行います。
③多様な居場所づくり
 高齢者や障がい者（ふれあい・いきいきサロン）、子育て親子（地
域子育て支援拠点、児童館、地域の子育てサロン、ウエルカム広場
など）、認知症高齢者（認知症カフェ）、精神障がい者（精神デイ
ケア）などが、交流や相談ができる居場所づくりを推進します。

目標指標
指標

現状値
（平成 26 年度） 目標値
（平成 32 年度）

ふれあい・いきいきサロン開設数

115 ヵ所

130 ヵ所

0件

50 件

福祉車両貸出事業利用件数

参考となる取り組み事例

高齢者等の買物、通院などの外出に
社会福祉協議会では、高齢者や障がい者な
ど、外出が困難な人に福祉車両を貸し出し、
在宅福祉の推進に努めています。

■こんな時にご利用ください
・車いすのまま乗れる車両を一時的に利用したい
・近所のお年寄りを連れて買物に行きたい
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身近な地域で支え合いの居場所づくり
～ふれあい・いきいきサロン事業～
家に閉じこもりがちな高齢者などが、近くの自治会館等に集まって、気
軽に楽しい時間を過ごす場所。それが「ふれあい・いきいきサロン」です。
気心の知れた仲間とお茶を飲んでのんびりと過ごすことで、介護予防やひきこもりを防
ぐ効果があります。
社会福祉協議会では、身近な地域の居場所づくりを推進しています。
■拠点数
対象

拠点数

高齢者

１１４ヵ所

障がい児（者）

３ヵ所

合計

１１７ヵ所
平成 27 年 9 月末現在

認知症の方と家族が地域と交流する居場所づくり
～にじいろカフェ（認知症カフェ）～
市（行政）は、認知症の人やその家族、認知症に関心のある人、認知症が
気になる人、専門職の人など様々な人が出会える場として、にじいろカフェ
を開催しています。
にじいろカフェは、誰でも気軽に立ち寄れ、おいしい飲み物とお菓子でおしゃべりや
物づくりを楽しんだり、情報交換をしたりしています。認知症についての相談をするこ
ともできます。
今後、認知症の人と家族が地域の人と共に安心して過ごせる居場所づくりを市内に広
めていきます。
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（９）地域における防犯・事故防止活動を広げよう

現状と課題
丸亀市の平成 26 年の犯罪の発生件数は 1,312 件（丸亀警察署）で、平成 25 年に比べ
て３割増となっています。また、犯罪区分別では、窃盗犯が６割以上を占めて圧倒的に多
いものの、暴行、詐欺、わいせつなども増加してきています。丸亀市防犯協会では、振り
込め詐欺や不審者に関する情報提供や啓発を行っているほか、子どもが被害を受けそうに
なった時に助けを求める場所として「こどもＳＯＳ」の設置、住民による防犯パトロール
隊などの取り組みを行っています。
丸亀市の平成 26 年の交通事故件数は 1,216 件（県警察本部交通企画課）で、平成 25
年より約２割減少したものの、人口千人当たりの死傷者数は 13.8 人と県内で最も高く、
特に 70 歳以上の死亡や重傷者が多い状況となっています。ふくし井戸端会議（住民座談
会）においても、城乾・土器・郡家・垂水・岡田など複数の地区で交通事故を心配する声
があがっています。
犯罪や交通事故から、高齢者、障がい者、子ども等を守るため、各自の理解や対応能力
を高めるとともに、地域ぐるみで見守りを行うことで、犯罪や交通マナー違反を起こしに
くい、安全・安心なまちづくりを進める必要があります。

みんなで行う取り組みの方向
 地域のパトロールや様々な団体の活動などにより、地域の防犯意識を高めます。
 交通マナーをみんなで守り、地域の交通安全に対する意識を高めます。
 高齢者や障がい者、子ども等が犯罪や交通事故に合わないよう、地域ぐるみで見守りを
行います。
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それぞれの役割
主体

役割
 地域での防犯活動への参加や外出時の隣近所への声かけなど、防犯

住

民

意識を高めよう。
 交通ルールを守り、交通事故防止に努めよう。

コミュニティ
 地域において防犯教室や交通安全教室などを開催しよう。
(自治会、民生委
 通学児童への声かけや防犯パトロール、高齢者の見守りなどの地域
員・児童委員、福
防犯活動に取り組もう。
祉協力員等)
ボランティア、
 団体活動を通じて、会員相互の防犯・交通事故防止などの意識を高
市民活動団体、
めよう。
ＮＰＯ、福祉団体等
社会福祉施設等

 施設利用者や職員の防犯・交通事故防止などの意識を高めよう。
 地域における防犯・交通安全教室などに積極的に参加しよう。
①防犯・事故防止のための情報発信システムの整備
 携帯電話やパソコンなどを活用し、防犯や高齢者（認知症）、子ど

社会福祉協議会

も（子育て）など、分野別のタイムリーな情報発信を行います。
 情報ほっと♡メールを啓発し、登録者数を拡大します。
 民生委員・児童委員や警察と連携し、特殊詐欺被害防止器具の設置
など、防犯機器の普及拡大に努めます。
①防犯対策の推進
 防犯協会や警察と連携して防犯教室を開催し、住民の防犯意識の向
上を図ります。
 不審者情報の提供体制を充実するとともに、防犯キャンペーンやパ
トロールを実施します。
 地域における「こどもＳＯＳ」の設置、自主防犯パトロール活動を
支援し、地域ぐるみで不審者や犯罪などから子どもを守る取り組み
を推進します。

市（行政）

 LED 防犯灯の設置等により、防犯環境の整備を図ります。
 高齢者等が振り込め詐欺や消費者被害などにあわないよう、被害情
報等の発信を行います。
②交通安全対策の推進
 丸亀市交通対策協議会、警察と連携して、交通安全キャンペーンの
実施、幼稚園・保育所・認定こども園、学校、自治会等における交
通安全教室の実施を行い、事故防止に向けた啓発を行います。
 小学生の自転車運転免許証交付制度を通じて、自転車運転マナーの
普及を図ります。
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