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指標 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

小中学校や地域での交通安全教室開催数 81 回 85 回 

情報ほっと♡メール登録者数 497 人 10,000 人 

 
 
 

 

つなげよう 情報共有で事故の未然防止 

～情報ほっと♡メール～ 
 
社会福祉協議会では、携帯電話やパソコンなどを利用した情報メール配信

システム「情報ほっと♡メール」への登録を推進しています。丸亀市域にお

ける防災・防犯・捜索情報等や、民生委員・児童委員、福祉ママなど地域住民から寄せ

られた緊急性の高い情報を、登録された方にメール配信することで、情報を共有し、早

期発見することによって、事故を未然に防ぐことを目的に進めている事業です。 

 
 

■登録者数 ５５０名 

 
 
 
 
 

目標指標 

平成 27 年 9 月末現在 

参考となる取り組み事例 
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振り込め詐欺の電話を撃退 

～振り込め詐欺見張隊～ 
 

平成 26 年の香川県における振り込め詐欺の被害認知件数は 101 件、被

害総額は約 3.6 億円となっており、近年増加傾向にあります。 

「振り込め詐欺見張隊」は、家庭の電話に設置し、警告メッセージや会話を自動録音

し、振り込め詐欺の被害を防止するための装置です。 

社会福祉協議会では、モデル事業として機器を貸与するなど、高齢者が安心して暮ら

せる環境づくりの支援をしています。 

 
★「振り込め詐欺見張り隊」の主な機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

電話の呼び出し音が流れる前に「これ

から録音します･･･」と流れるので、詐

欺犯人は声が残ることを嫌い、電話を

切ることが期待できます。 

詐欺犯人との会話が、高音質で自動録音

されます。 

設置は簡単。 

機械の大きさはハガキとほぼ同

じサイズで場所もとりません。 
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東日本大震災の犠牲者のうち約６割を高齢者が占め、また、障がい者の死亡率は被災住

民全体の約２倍でした。ここ数年、多発する局地的な豪雨や土砂災害においても、ほぼ同

様の傾向がみられます。 

丸亀市では、平成 25 年６月の災害対策基本法の改正に伴い、平成 26 年度には「丸亀

市地域防災計画」を大幅に修正し、また、自治会、民生委員・児童委員等の協力を得て、

避難行動要支援者名簿の作成や安否確認・避難所への避難誘導等の体制づくりに取り組む

とともに、避難所運営計画の検討を進めています。 

しかし、現状では、要支援者情報の収集は十分とはいえず、自主防災組織活動や防災訓

練などの取り組みも、地域によって温度差が見られます。また、ふくし井戸端会議では、

これまで自然災害が少なかったことから、防災意識が低いという課題も挙げられています。 

突発的な大災害になると、地域に住む人たち全員が被災者となるため、近隣同士の相互

扶助がすぐには機能しにくく、要支援者の支援が後回しにされがちです。 

近い将来に発生が予測されている南海トラフ巨大地震をはじめ大規模災害やゲリラ豪雨

などに備え、平常時からの災害に対する意識づくりと訓練の積み重ねが必要です。また、

地域においては、災害時の被害をできるだけ減らす「減災」のための体制を構築する必要

があります。 

 
 
 
 
 
 一人ひとりが災害に対する意識を高めます。 
 地域の防災・減災力を高めます。 
 高齢者や障がい者などの災害時避難行動要支援者が、災害時に安全に避難ができ、安否

確認や避難所での生活が安心して送れる体制をつくります。 
 
  

行動目標 （10）災害に強い地域をつくろう 

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 

 日頃から防災に関する知識の習得に努めよう。 

 家庭での備蓄や非常持ち出し袋を準備するなど、防災意識を高めよう。 

 地域での防災訓練等の活動に、積極的に参加しよう。 

コミュニティ 

(自治会、民生委

員・児童委員、福

祉協力員等) 

 地域の自主防災の取り組みを積極的に進めよう。 

 地域で防災訓練等を実施しよう。 

 災害弱者の避難も十分考慮した「地域防災マップ」づくりを進めよう。 

 防災機材の整備や避難所の運営など、災害時に備えた体制づくりをし

よう。 

ボランティア、 

市民活動団体、 

ＮＰＯ、福祉団体等 

 地域における防災訓練等の活動に協力しよう。 

社会福祉施設等 
 地域での防災訓練等の活動に積極的に参加しよう。 

 施設の特性を活かした福祉避難所の設置に協力しよう。 

社会福祉協議会 

①住民が災害について理解を深めるための支援 

 高齢者など、災害弱者の実態調査や防災マップづくりの支援などを進

めます。 

②災害時の支援体制づくり 

 災害ボランティアセンター立ち上げのためのマニュアルづくりを進め

ます。 

 災害ボランティアの人材育成に努めます。 

 防災機材の整備や食料の備蓄など、災害時に備えた体制づくりを支援

します。 

市（行政） 

①防災に関する知識の普及啓発 

 出前講座、防災訓練などを通じて、防災に関する知識の普及を図りま

す。 

 防災に関する情報を収集し、広報紙やホームページなどで提供してい

きます。 

②自主防災活動への支援 

 自主防災組織の強化を図るため、資機材の購入費用及び防災士資格取

得にかかる費用を補助します。 

③災害時避難行動要支援者対策の推進 

 避難行動要支援者名簿を作成し、災害時には関係機関へ提供します。 

 地域において避難行動要支援者に対する個別支援の取り組みを支援す

ると共に、福祉避難所等に関する災害時協定を進めます。 

それぞれの役割 



第４章 取り組みの推進 

 

- 79 - 

 
 
 

指標 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

防災訓練参加者数 4,300 人 4,500 人 

 
 
 

 

小学生から大人まで幅広い世代が参加して 

「人づくり」「物づくり」「絆づくり」を展開 

～川西地区自主防災会～ 
 

川西地区では、南海地震への備えの

必要を感じ、平成 14 年から自主防災の取り組みを開

始し、「わが街はわが手で守る」をテーマに、独自で

地区の防災計画や防災マニュアルを作成し、様々な

先進的活動を展開しています。これまで、内閣総理

大臣表彰をはじめとして数々の賞を受賞し、全国の

多くの自治体で先進的事例として紹介されています。 

ここでは、代表的な取り組みを紹介します。 

「人づくり」として、小学校高学年・中学生・高校生に対して計画的な訓練を実施す

るなど、次代を担う子どもたちを防災の担い手と捉えて、防災教育に力を入れています。 

「物づくり」では、災害時に早く正確な情報を収集・伝達するため、コミュニティセ

ンターを基地局として無線機を整備し、情報がしっかり伝えられるよう、毎月 1 回情報

伝達訓練を実施しています。また、公的支援がなくても 3 日間の生活に耐えられるよう、

1,000 人が 3 日間飲食できる食品・水を備蓄するとともに、様々な工夫で経費節減を達

成しながら防災資機材の整備・更新を図っています。 

「絆づくり」の代表的な取り組みは、災害時の要支援者対

策です。自治会長とも連携して支援者を選び、中学生も参加

して訓練を実施。要支援者の情報をコード化するなど個人情

報にも配慮しています。また、ふだんから様々な地域活動を

実施して地域の絆を強め、活動に防災の要素を取り入れて住

民の防災意識の啓発に努めています。さらに企業とは災害時

の備蓄や民間避難所としての利用協定を締結しています。 

こうした活動は、広報誌「防災だより共助・防災を楽しく

やろう」を定期的に発行し、情報発信しています。 

 

目標指標 

参考となる取り組み事例 
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１．計画の推進体制 

 

本計画は、住民、自治会、コミュニティ、民生委員・児童委員、ボランティア・ＮＰＯ、

社会福祉法人をはじめとする関係団体、社会福祉協議会、行政がそれぞれの役割を担いな

がら、連携・協働して推進していきます。 

また、本計画の進捗状況の確認や定期的な評価を行うための機関として、「丸亀市福祉推

進委員会」を位置づけます。 

 

 

２．計画の周知 
 

地域福祉を推進するためには、その方向性について、その担い手である住民をはじめ様々

な関係団体、社会福祉協議会、市が共通の理解・認識を持つことが大切です。 

そのため、市及び社会福祉協議会の広報紙やホームページを活用して、本計画の普及と

その取り組みの周知に努めます。 

また、ふくし井戸端会議を定期的に開催し、本計画の普及と内容の共有に努めるととも

に、地域から出される新たな課題を本計画見直し時に反映していきます。 

 

 

３．計画の進行管理 

 

進行管理については、毎年、計画に掲げている「行政」及び「社会福祉協議会」の役割、

目標指標について進捗状況を把握し、「丸亀市福祉推進委員会」において評価・検証を行い、

改善につなげていきます。なお、社会福祉協議会の取り組みについては、毎年度「事業報

告書」中で進捗状況の確認を行い、「理事会・評議員会」において評価・検証を行います。 

５年後の総合評価については、計画に掲げている「数値目標」について、既存データや

アンケート調査により検証を行います。また、指標の達成状況だけでは把握しきれない部

分についても、指標の位置づけのない取り組みの進捗状況などを踏まえながら、総合的に

評価し、次期計画につなげていきます。 

第５章 計画の推進に向けて 
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1．計画の策定経過 
 

年月 内容 

平成27年 

２月～３月 

第１回ふくし井戸端会議（本島地区を除く 16 地区） 

・「あなたの地域における生活課題について」をテーマに検討 

２月５日（木） 関係団体ヒアリング（丸亀市福祉ママ会議連合会） 

２月21日（土） 関係団体ヒアリング（ひきこもり自助グループ Lamp） 

２月26日（木） 第１回策定委員会（平成 26 年度第 10回福祉推進委員会） 

・諮問 

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定について説明 

・ふくし井戸端会議（住民座談会）について報告 

・アンケート調査票案について審議 

３月11日（水） 関係団体ヒアリング 

（丸亀市民生委員児童委員協議会連合会 主任児童委員部会） 

３月17日（火） 

～３月31日（火） 
丸亀市の地域福祉に関するアンケート調査実施 

３月19日（木） 丸亀市社会福祉協議会 理事会・評議員会  

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況報告 

４月28日（火） 関係団体ヒアリング（丸亀市身体障害者福祉連合会） 

  ５月18日（月） 第１回ふくし井戸端会議（住民座談会）（本島地区） 

 ５月26日（火） 丸亀市社会福祉協議会 理事会・評議員会  

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況報告 

６月23日（火） 関係団体ヒアリング（しおや保育所） 

  ７月 第２回ふくし井戸端会議（住民座談会）（17 地区） 

・「地域の課題に対して、住民は何ができるか」をテーマに検討 

  ８月10日（月） 第２回策定委員会（平成 27 年度第１回福祉推進委員会） 

・委嘱状交付 

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定について 

・丸亀市の地域福祉に関するアンケート調査の結果報告 

・第１回ふくし井戸端会議（住民座談会）の結果報告 

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画の章立てについて審

議 

８月26日（水） 関係団体ヒアリング（特別養護老人ホーム紅山荘） 

９月10日（木） 関係団体ヒアリング（救護施設萬象園） 

  10月５日（月） 丸亀市経営会議 

  10月６日（火） 丸亀市庁議 

  10月29日（木） 第３回策定委員会（平成 27 年度第２回福祉推進委員会） 

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画（骨子案）の審議 
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年月 内容 

  11月25日（水） 丸亀市経営会議 

  11月30日（月） 第４回策定委員会（平成 27 年度第３回福祉推進委員会） 

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画（素案）の審議 

  12月11日（金） 丸亀市経営会議 

  12月14日（月） 丸亀市庁議 

  12月22日（火） 丸亀市社会福祉協議会 理事会・評議員会  

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況報告 

平成28年 

１月５日（火） 

～２月３日（水） 

パブリックコメント実施 

  ２月18日（木） 第５回策定委員会（平成 27 年度第４回福祉推進委員会） 

・パブリックコメントの結果報告 

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）の審議 

  ３月３日（木） 答申 

  ３月15日（火） 丸亀市庁議 

  ３月22日（火） 丸亀市社会福祉協議会理事会・評議委員会 

・丸亀市第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画（最終案）の報告 

 

  


