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はじめに 

 

近年、高齢化や人口減少などにより、地域コミュニティの希薄化が進み、地域を取り

巻く環境も大きく変化している中、今後の福祉制度をどう維持し、そのための対応をい

かに図っていくのかが問われています。本市では平成 28年３月に第１期地域福祉計画

を策定し、住民一人ひとりがお互いを家族のように思いやり、支え合う地域社会をめざ

し、見守り・支え合いの仕組みづくりや福祉サービスの充実に取り組んでまいりました。 

しかし、地域課題はますます複雑化・多様化し、制度の狭間の課題や支援が必要な人

を早期に発見し、適切な支援につなぐための仕組みづくりなど、まだまだ課題は多くあり

ます。 

 

現在、国においてもこのような地域課題を解決するため、制度や分野ごとでの「縦割

り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、様々な課題を「我が事」として捉え、「丸

ごと」つながり、地域を共に創っていく「地域共生社会の実現」に向けた様々な取り組み

が実施されるなど、地域福祉をめぐる政策は急速に進められており、社会福祉法には

「地域福祉の推進の理念」が明記されるとともに、「市町村による包括的な支援体制づ

くり」も規定されています。 

 

このような中、本市においても、前期計画の課題を引き継ぐとともに、地域住民や地域

の多様な主体が、知恵と力を出し合い、地域を共に創っていく「地域共生社会の実現」

をめざし、「支えあい、共に生き みんながつながる地域づくり」を基本理念とする第 2期

地域福祉計画を策定いたしました。 

第２期計画では、成年後見制度の利用促進が、地域共生社会の実現の一端を担うこ

とから、成年後見制度利用促進計画を内包して連動性を高めるとともに、再犯防止推

進計画も併せて内包することで、安全で安心して暮らせる地域社会を構築してまいりま

す。 

 

今後もみんなで助け合う、支え合いのあるまちづくりをめざし、市民の皆様と共に地域

福祉を推進してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、アンケート調査にご協力をいただきました市民の皆

様及び民生委員・児童委員の皆様、中学生・高校生の皆様、また熱心なご協議をいた

だき、貴重な意見やご提言を賜りました小松島市地域福祉計画策定協議会の委員の

皆様に、心から感謝を申し上げます。 
 

                                      小松島市長  中山 俊雄 



 

  



 

目次 

第１章 計画策定にあたって ............................................................................. 1 

１ 計画策定の趣旨 ...................................................................................... 1 

２ 計画の位置付け ...................................................................................... 2 

３ 「地域福祉活動計画」と本計画の関係性 ..................................................... 3 

４ 計画の期間 ............................................................................................ 4 

５ 圏域の設定 ............................................................................................ 5 

６ 第 1期計画の進捗状況 ............................................................................. 6 

７ 地域福祉を取り巻く状況 .......................................................................... 9 

 

第２章 地域共生社会の実現にむけて ............................................................... 35 

１ 地域福祉計画の基本理念 ........................................................................ 35 

２ 地域福祉計画の基本方針 ........................................................................ 36 

 

第３章 地域福祉の施策展開 ........................................................................... 46 

１ 市民の生活を支える社会（包括的な支援体制づくり） ................................ 46 

２ 「我が事」として考える社会（地域づくり） ............................................. 79 

３ 役割と生きがいをもって活躍できる社会（人材づくり） ............................. 95 

 

第４章 成年後見制度利用促進基本計画 .......................................................... 106 

１ 策定の背景 ........................................................................................ 106 

２ 計画の位置付け .................................................................................. 106 

３ 成年後見制度について ......................................................................... 107 

４ 小松島市の現況 .................................................................................. 108 

５ 成年後見制度の利用促進 ...................................................................... 112 

 

第５章 計画の推進 ..................................................................................... 116 

１ 協働による計画の推進 ......................................................................... 116 

２ 計画の推進体制 .................................................................................. 117 

３ 計画の進行管理 .................................................................................. 117 

 

第６章 資料編 ........................................................................................... 118 

１ 小松島市地域福祉計画策定協議会設置要綱 .............................................. 118 

２ 第２期小松島市地域福祉計画策定協議会委員名簿 .................................... 120 

３ 策定の経過 ........................................................................................ 121 

 



 

  



1 

第 １ 章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 
 

 地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に基づく地域福祉を推進するため

の計画です。平成 27年度に策定した「小松島市地域福祉計画」(平成 28年

度から令和２年度)では、地域住民一人ひとりがお互いを家族のように思いや

り、支え合う地域社会を築くため、日頃、市民が、声をかけ、見守り、助け

合う、ぬくもりのある地域社会を築くことを地域福祉の基本と捉え、取組を

行ってきました。 

 しかし、その一方で、これまで以上に少子高齢化が進み、地域のつながり

の希薄化など、地域社会を取り巻く環境が変化し、福祉ニーズにおいても多

様化・複雑化し、介護・障がい・子育て・生活困窮などの課題が絡み合い、

個人や世帯で複数分野の課題を抱えるなど、対象者ごとに整備されてきた縦

割りの制度では対応困難な事例が、本市でも増えてきています。 

このような多様化・複雑化する地域課題に対応するため、「第２期小松島市

地域福祉計画」を策定することになりました。 
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２ 計画の位置付け 

 

 本計画は、本市の「小松島市第６次総合計画」に掲げたまちづくりの政策

の一つである「ひとりひとりが輝けるまちづくり」を実現する施策を推進す

るための福祉基本計画という性格を持ちます。 

 また、本市の保健・福祉分野に関する各種計画、「小松島市高齢者福祉計画・

介護保険事業計画」、「小松島市障がい者プラン・障がい福祉計画」、「小松島

市子ども・子育て支援事業計画」、「健康こまつしま２１」、「小松島市自殺対

策計画」等の対象者別計画を内包する「上位計画」として位置付けます。個

別計画が策定されている分野に係る事業については、その計画の全部又は一

部をもって地域福祉計画の一部とみなし、各個別計画において、目標設定や

進行管理等を行います。 

 本計画では、本市の保健・福祉施策の基本となる指針を総合的に定めるも

のであるとともに、各個別計画及び既存制度の狭間にある問題や横断的な課

題の解決に向け地域福祉の推進における理念や基本的な方向を示すものです。 

 これらのことを踏まえ、本計画では地域がつながり、支え合うことですべ

ての市民が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、保健・福祉分野に限らず、

その他の関連分野の計画と連携しながら、地域共生社会の実現に向けて施策

を推進します。 

 なお、「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に基づき策定する

「小松島市再犯防止推進計画」は、この地域福祉計画に包含されています。 
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３ 「地域福祉活動計画」と本計画の関係性 

 

 地域福祉活動計画とは、小松島市社会福祉協議会が策定する計画であり、

市の策定する地域福祉計画の方向性を踏まえつつ、社会福祉協議会の強みで

ある地域とのつながりを重視し、地域での実践につながる計画という位置付

けとなります。 

 社会福祉協議会は、地域福祉を推進するための中核的な団体として社会福

祉法第１０９条で位置付けられています。小松島市社会福祉協議会は、その

法律に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的に活動する組織で、営利を

目的としない民間の福祉活動を総合的に推進しています。 

 

 
 

 小松島市社会福祉協議会は、誰もがその人らしく安心して地域で生活でき

るよう、地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）の支援やボランティ

アの育成をはじめ、福祉団体の活動支援、地域福祉の推進のため、幅広い福

祉事業を展開しています。 

 小松島市地域福祉計画と小松島市地域福祉活動計画は、ともに地域福祉の

推進をめざすものであり、それぞれの取組を計画的かつ効果的に進めていく

ために、一体的な計画として策定し、地域福祉のより一層の推進をめざしま

す。 

  

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第１０９条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の

区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目

的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営す

る者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその

区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業

を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内にお

ける社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとす

る。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るた

めに必要な事業 
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４ 計画の期間 

 

 本計画の期間は、内包する個別計画との整合性から、令和３年度から令和

８年度の６年間です。ただし、経済・社会情勢の急速な変化により、福祉政

策の変動も想定されます。このため、本計画は必要に応じて見直すこととし

ます。 

 

 
R1 

（2019） 

R2 
（2020） 

R3 
（2021） 

R4 
（2022） 

R5 
（2023） 

R6 
（2024） 

R7 
（2025） 

R8 
（2026） 

徳島県 

地域福祉支援計画 

        

小松島市 

総合計画 

        

小松島市 

地域福祉計画 

        

小松島市高齢者福祉計画 

・介護保険事業計画 

        

小松島市 

障がい者プラン 

        

小松島市 

障がい福祉計画 

        

小松島市子ども 

・子育て支援事業計画 

        

健康こまつしま２１ 

（健康増進計画） 

        

 

  

現行計画 第２期計画 （令和 3年度～令和 8年度） 

第３期計画（令和元年度～令和５年度） 

第６次計画 

前期基本計画 

現行計画 次期計画 

次期計画 

前期 

計画 
現行計画 

次期計画 

現行計画 次期計画 

現行計画 

第６次計画 

後期基本計画 

現行計画 
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５ 圏域の設定 

 

 地域における生活課題や福祉ニーズを把握し、対応していくためには、一

定の範囲の地域の設定が必要となります。地域福祉活動を推進するうえでは、

より身近な生活の範囲となる小学校区の区域を基本とします。 

 しかし、地域課題を解決するためには、その基本となる地域だけでは困難

です。身近な見守りや声かけを行う「近所」、自主防災組織や民生委員・児童

委員の活動などを単位とする「町内会」、「小学校区」、「中学校区」、「市全域」

におおむね区分されます。地域課題の解決にあたっては、課題の内容等に応

じて重層的に取り組むことが求められ、実施する活動内容などにより、柔軟

に取り組んでいきます。 

 

 

■圏域のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市全域 中学校区 

基本圏域 

小学校区 町内会 近所 
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６ 第 1期計画の進捗状況 

（１）第 1期地域福祉計画の概要 

 第 1期計画では、計画推進に向け、「自助」、「共助」、「公助」のそれぞれの

役割分担と相互の連携・協働により、地域福祉を推進していくこととし、３

つの基本目標を掲げ、計画を立てています。計画期間は平成 28 年度から令

和２年度までの５年間としています。第 1期計画の基本目標は、次のとおり

です。 

 基本目標Ⅰ 人材づくり 

 福祉への理解と関心を深め、地域福祉の担い手を発掘するとともに、多

様なニーズに対応できる福祉人材を育成します。 

 基本目標Ⅱ つながりづくり 

 市民同士の支え合いの関係づくりを促進し、ネットワークの力で地域

を支えます。 

 基本目標Ⅲ 市民の生活を支える体制づくり 

 市民誰もが住み慣れた地域で安心して、生涯生き生きと健やかに暮ら

せるよう、福祉サービスや支援体制を充実します。また、関係機関などと

連携し、防災や防犯をはじめ、様々な『安全・安心・信頼のまちづくり』

を進めていきます。 

 

（２）成果 

 本計画を策定するにあたり、第１期計画の進捗状況について検証を行いま

した。第１期計画の主な成果は、次のとおりです。 

基本目標 成 果 

人材づくり 【地域福祉の意識醸成】 

・介護予防サポーター養成講座・認知症サポーター養成講座などによ

り福祉に関する理解促進が図られた。 

・高齢者サロンが地域の担い手によって開催され、参加する人も増え

ている。 

・小学校で、障がいについての理解促進の機会をつくった。 

 

【地域福祉の担い手づくり】 

・介護予防サポーター養成講座修了者による介護予防事業活動が広

がっている。 

・傾聴ボランティアの養成講習会の開催、ボランティアコーディネー

ターによる研修開催など、ボランティアの発掘、育成に努めた。 

・地区社協やボランティア、施設、福祉関係者で実行委員会を組織し、

イベントを通して顔の見える関係づくり、交流の機会を提供できた。 

・自殺対策として、ゲートキーパー養成講座を実施した。 
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基本目標 成 果 

つながり 

づくり 

 

【見守り・支え合いの仕組みづくり】 

・高齢者見守りシールを導入し、地域での見守りネットワークを強化

した。 

・老人クラブによる友愛訪問活動が行われている。 

・定期的な地域ケア会議を開催することにより、地域資源や地域課題

の把握ができるようになった。 

・民生委員や地域住民による行政や関係機関との連携が取れ、問題解

決ができた事例も多い。 

 

【交流の場づくり】 

・高齢者サロン、いきいき百歳体操など通いの場ができている。 

・介護予防サポーター養成を進め、地域で自主的な取組が行えるよう

人材を育成している。 

市民の生活

を支える 

体制づくり 

【相談支援及び情報提供体制の充実】 

・もの忘れ相談など認知症高齢者に対する相談対応の充実を図った。 

・障がい者、高齢者、生活困窮者など、それぞれの分野での相談窓口が

充実してきた。 

・市広報、ホームページ、市フェイスブックの活用による情報発信が

できている。 

・小松島市社会福祉協議会でホームページを開設した。 

・成年後見制度利用促進に向け、検討会を実施し、法人後見、中核機関

の設置に向けた検討を行っている。 

 

【福祉サービスの充実】 

・各計画により、それぞれの福祉サービスの充実が図られている。 

・生活困窮者に対応するための生活自立支援センターを設置した。 

 

【防災・防犯対策の充実】 

・総合防災訓練を実施し、防災意識の啓発を行った。 

・障がいのある人に、コミュニケーション支援用避難ベストや避難

シールを配布した。 

・地区社協、小松島市通学路安全推進協議会、学校、PTA、補導員など

と連携した子どもの安全を守る見守り活動などを行っている。 

 

【住みやすい生活環境の整備】 

・ヒアリングループなど聴覚に障がいのある人の聞き取りやすい環境

を整備した。 

・地域の高齢者団体を対象に警察と連携した交通安全教室を定期的に

実施し、歩行時の注意事項、自動車・自転車利用時の交通マナーの

啓発を行った。 
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（３）第 2期地域福祉計画に引き継がれる課題 

第１期計画から以下の課題を引き継ぎ、第２期計画で引き続き取組を進め

ていきます。 

 

・地域住民の交流の機会を増やし、地域団体や地域住民が自分の持つ知識・

経験・技術を地域で活用できるための基盤づくりを推進していくことが必

要です。 

・支援が必要な人を早期に発見し、適切な支援につなげられるよう、生活課

題・地域課題の把握・解決の仕組みづくりを推進することが大切です。 

・制度の狭間の課題に対応できるよう縦割りではなく包括的な相談支援が可

能となる連携体制の構築が必要です。 

・必要な支援が必要な人に届くよう情報を適切に伝えられる方法を検討する

ことが必要です。 
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７ 地域福祉を取り巻く状況 

（１）地域包括ケアシステムについて 

 本市では、平成 29 年度から医療・介護が必要になっても自分らしく住み

慣れた地域で暮らせるよう「地域包括ケアシステムの構築」を進めてきまし

た。この地域包括ケアシステムの構築を求められるようになった背景には、

少子高齢化があります。高齢者の増加とともに介護認定を受ける人も増え、

さらに要介護者を支えるための介護職の不足が問題となっており、介護保険

サービスでは高齢者を支えきることができない状況になりつつあります。 

 そこで、地域の力を活用しながら、高齢者を支えていく「地域包括ケアシ

ステムの構築」が必要となってきたのです。そのシステムを実現するために

地域包括支援センターやケアマネージャーが重要な役割を果たします。高齢

者であれば、地域包括支援センターが総合的な窓口として対応しています。 

 しかし、「65歳未満はどこに相談すればいいのかわからない」「地域で困っ

ていることの相談窓口がわからない」などの声もあります。高齢者福祉、障

がい者福祉、児童福祉、その他様々な事情から福祉サービスが必要となる人

すべてが、これまでつくりあげてきた家族、友人等との関係を保ち、社会や

経済、文化などあらゆる分野の活動に参加できる、相互扶助による支え合い

の「地域社会」をつくっていくことをめざし、地域包括ケアシステムを地域

福祉の観点で構築していくことが望まれています。 

 

  

地域包括ケアシステムとは 

 

 
 

2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能

な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が地域で包括的に確保される体制。 
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■市民アンケート調査より 

 

問  今後、日常生活上困ったことがあっても、誰もが住み慣れた地域で安心して

生活していくために、行政はどのような施策を行っていくべきだと思います

か。（○はいくつでも） 

 

どのような施策を行うべきかに関して、全体では上位から「身近な場所で、相

談できる窓口を増やす」61.1％、「災害時に援助を必要とする人を地域で助け合

う体制の整備」50.4％、「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」46.8％と

なっています。 

 

 

  

61.1
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24.4
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14.1

1.4
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身近な場所で、相談できる窓口を増やす

災害時に援助を必要とする人を地域で

助け合う体制の整備

保健や福祉に関する情報提供を充実させる

多様な希望に応えられるような豊富な種類の

サービスを用意する

地域の住民同士が気軽に立ち寄れるような

自由な交流の場を用意する

地域における保健や福祉に関する活動の

中心となる人材を増やす

保健や福祉に関するサービスを提供する

事業者を増やす

地域住民同士や行政、またはＮＰＯや

ボランティア団体等とのネットワークづくり

保健や福祉に関するボランティア活動を支援す

る

地域活動を推進していくための

コーディネーターを育成する

その他

特にない

n＝795 
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「地域共生社会」とは、制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」と

いう関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と地域

社会にある様々な社会資源が世代や分野を越えてつながることで、住民一人ひ

とりの暮らしと生きがい、地位を共に創っていく社会のことです。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）社会状況の変化と「地域共生社会」の実現 

 高齢の親と無職独身や障がいがある 50 代の子が同居することによる問題

(８０５０問題)や介護と育児に同時に直面する世帯(ダブルケア)の課題など、

解決が困難な課題が浮き彫りになっています。背景には、地域・家庭・職場

といった生活の様々な場において、支え合いの基盤が弱まっていること、人

と人とのつながりが弱まる中で孤立し、生活に困難を抱えながらも誰にも相

談できない場合や、適切な支援に結びついていない場合などのケースも増え

ています。人々が暮らしていくうえでのこのような課題は、高齢化や単身世

帯の増加、社会的孤立などの影響により、様々な分野の課題が絡み合い「複

雑化」しており、個人や世帯において複数の分野にまたがる課題を抱えるな

ど「複合化」しています。これらは、介護保険制度、障がい者支援制度、子

ども・子育て支援制度などの単一の制度のみでは、解決が困難であり、対象

者別・機能別に整備された公的支援についても、複合的な支援が必要とされ

ています。 

 また、少子高齢化・人口減少という国が抱える大きな課題は、多くの地域

で社会経済の担い手の減少を招き、地域の活力や持続可能性を脅かしかねま

せん。社会の活力の維持向上をどう図っていくのかが社会保障改革において

も重要です。 

 そこで、地域における人と人とのつながりを再構築することで、孤立せず

にその人らしい生活を送ることができるような社会の構築が求められていま

す。また、人口減少を乗り越えていくうえで、社会保障や産業などの領域を

超えてつながり、地域社会全体を支えていくことがこれまでにも増して重要

となっています。 

 国では、このような状況を踏まえ、「地域共生社会の実現」を目標に掲げ、

社会福祉制度の改革へ向けた様々な検討が進められています。 

  

支え・支えられる関係の循環 

～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～ 

地域における人と資源の循環 

～地域社会の持続的発展の実現～ 

すべての人の生活の基盤としての地域 

すべての社会・経済活動の基盤としての地域 
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（３）国における社会福祉法改正・制度の見直しの状況 

 地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニー

ズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の

包括的な支援体制の構築の支援を行うため、地域共生社会の実現のための社

会福祉法等の一部を改正する法律により、社会福祉法が改正されました。改

正の趣旨については、次のとおりです。 

 

法第４条第１項関係 地域福祉の推進は、「地域住民」が相互に人格と個性

を尊重しあいながら、参加し、「地域共生社会の実現」

をめざして行うべきである旨を明らかにしている。 

法第１０６条の３関係 住民に身近な圏域において包括的な支援体制を整備

していくことを市町村の努力義務としている。 

法第１０６条の４関係 市町村は、地域生活課題の解決のため重層的支援体制

整備事業を行うことができることを追加している。 

法第１０７条関係 市町村地域福祉計画の策定に際しては地域における

高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福

祉の各分野における共通的な事項を記載する「上位計

画」として位置付け、地域生活課題の解決に資する支援

が包括的に提供される体制の整備に係る事業に関する

事項について記載事項として追加している。 

 

１）市町村地域福祉計画 

 国から示された市町村地域福祉計画の策定ガイドラインでは、計画に盛り

込むべき事項として、①「地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児

童の福祉、その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」、②「地域にお

ける福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項」、③「地域における社会

福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項」、④「地域福祉に関する活

動への住民参加の促進に関する事項」、⑤「包括的な支援体制の整備に関する

事項」等が挙げられています。 

 

２）社会福祉法人の地域貢献 

社会福祉法人は、社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人として「地

域における公益的な取組」の実施に関する責務が明記されています。これに

より、特定の社会福祉事業の領域にとどまることなく、様々な地域生活課題

や福祉ニーズに対応していくことが期待されています。 
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３）生活困窮者自立支援制度 

 平成 27 年４月の生活困窮者自立支援法の施行により、経済的に困窮し、

社会保障制度と生活保護制度の間の段階で、これまで支援の狭間にあった

方々へのいわゆる「第２のセーフティネット」として制度化されました。生

活困窮者自立支援方策については、地域福祉計画に盛り込む事項が示されて

います。 

（平成 26年 3月 27日社援 0327発第 13号厚生労働省社会・援護局長通知） 

 

４）成年後見制度利用促進基本計画 

 平成 29 年３月に国の成年後見制度利用促進基本計画が策定されました。

国の計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに取り組むこと

が挙げられています。また、市町村は、国の計画を勘案して市町村計画を策

定するよう努めることとされていることから、本計画に成年後見利用促進を

含むこととします。 
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（４）統計からみる小松島市の現状 

 

人口・世帯の推移 

令和元年度の人口は 37,243人であり、平成 27年度から 2,115人減少し

ています。毎年、前年比－0.9～－1.5ポイントのペースで、緩やかに減少し

ています。 

一方、世帯数は横ばいで推移し、令和元年度は 17,083世帯となっていま

す。平均世帯人員（１世帯当たりの人員）は、人口と同様に減少しており、

令和元年度は 2.18人となっています。 

 

 

■人口・世帯数・平均世帯人員の推移 

 

 

 

  

39,358 38,817 
38,156 37,795 37,243 
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人口 世帯数 平均世帯人員

（人、世帯） （人／世帯） 

※人口には外国人を含み、世帯数には混合世帯を含む。 
資料：住民基本台帳（各年度 3月末日現在） 
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 相談機関の現状 

 本市では、「福祉事務所」「保健センター」「地域包括支援センター」などが

１か所ずつ設置され、子育て相談等を行う「子育て支援拠点センター」や生

活困窮者の総合相談窓口として「こまつしま生活自立支援センター」も設置

しています。これらの機関は、各制度をベースとして専門職の力により様々

な課題を解決しています。 

 しかし、複合的に絡み合った課題を抱える世帯が増加し、ひとつの相談機

関では解決が難しくなってきています。 

 

名称 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

福祉事務所 介護福祉課 横須町 1-1 0885-32-3507 0885-35-0272 

生活福祉課 0885-32-3931 0885-32-3738 

児童福祉課 0885-32-2114 0885-32-3738 

小松島市保健センター 小松島町字

新港 9-10 

0885-32-3551 0885-32-4145 

小松島市社会福祉協議会 横須町 11-

7 

0885-33-2255 0885-33-2391 

地域包括支援センター 0885-33-4040 0885-33-4042 

こまつしま 

生活自立支援センター 

徳島市昭和

町 ３ 丁 目

35-1 

0120-783-141 

088-679-7754 

088-625-5113 

小松島市 

消費生活センター 

横須町 2-

14 

0885-38-6880 0885-38-6880 

青少年健全育成センター 南小松島町

1-16 

0885-32-5560 0885-32-1398 

子

育

て

支

援

セ

ン

タ

｜ 

こまつしま健祥会 

認定こども園 

子育て支援センター 

中田町字新

開 2-8 

0885-32-0266 

 

0885-32-4877 

花しんばり子ども園

子育て支援センター 

大林町字金

岡 70-1 

0885-37-1015 

 

0885-37-3086 

こやす認定こども園

子育て支援センター 

田浦町字子

安 73 

0885-32-3462 

 

0885-32-3587 

子育て支援センター

スマイルピア 

小松島町字

領田 20 

0885-33-4143 — 

さかの認定こども園 坂野町字根

上り 13-1 

0885-37-1770 0885-37-1770 
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支援を必要とする人の現状 

    

１）待機児童と放課後の児童の居場所 

 本市では、児童人口が減少していることもあり、待機児童は現在発生して

いませんが、０歳児受入れのニーズは年々高くなる傾向が続いています。 

 放課後の児童の居場所を提供する事業は、放課後児童クラブ・児童館・放

課後子ども教室等で実施しています。共働き世帯の増加や核家族化により

ニーズは高まってきています。 

 

■令和２年度 各放課後児童クラブの学年別人数 

（令和２年４月１日現在） 単位（人） 

 

■令和２年度 各児童館の学年別登録人数      

（令和２年４月１日現在） 単位（人） 

児童館名 １年 ２年 ３年 4年 ５年 ６年 合計 備考 

泰地 8 7 14 5     34 受入４年まで 

中郷 4 6 0 2 1 3 16   

目佐 5 6 8 7   26 受入４年まで 

合計 17 19 22 14 1 3 76   

 

クラブ名 1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

南小松島第１ 5 6 10 4 2 2 29 

南小松島第２ 2 6 2 8 7 0 25 

南小松島第３ 3 5 4 7 1 0 20 

南小松島第４ 7 7 6 0 1 0 21 

南小松島第５ 7 6 3 4 1 0 21 

芝田 4 5 4 2 3 0 18 

北小松島 10 3 4 4 3 0 24 

児安 16 11 12 6 2 1 48 

小松島 10 11 6 5 2 2 36 

和田島 8 6 8 2 5 0 29 

坂野 3 5 0 1 1 0 10 

合計 75 71 59 43 28 5 281 
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■令和元年度 放課後子ども教室 実績 

学校名 開催場所 
利用人数 

（令和元年度） 

年間開催数   

（令和元年度） 
開催内容 

芝田小学校 芝田公民館 1,060人  69回 
生花、川柳、硬筆、手芸、工作、

将棋、手話、自然観察、茶道 

千代小学校 
泰地総合 

センター 
 425人  128回 

英会話、算数、マナー、絵本読

み聞かせ、キッズトレーニング 

新開小学校 
小松島 

チャペル 
745人 38回 英会話、工作、おやつづくり等 

 

２）要支援・要介護認定者数の推移、介護保険サービス受給者数及び介護給付費

の推移 

 

■要支援・要介護認定者数の推移（※第２号被保険者を含む） 

          単位（人） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

要支援１ 287 284 299 307 262 

要支援２ 507 513 486 514 482 

要介護１ 370 360 369 414 436 

要介護２ 409 393 461 458 480 

要介護３ 239 268 261 279 298 

要介護４ 293 291 314 302 295 

要介護５ 194 166 151 138 175 

合計 2,299 2,275 2,341 2,412 2,428 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 
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■サービス種類別受給者数の推移（※介護予防サービス受給者を含む） 

        単位（人） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

居宅サービス 1,501 1,523 1,533 1,400 1,478 

地域密着型 

サービス 
107 111 167 169 174 

施設サービス 425 409 414 394 401 

合計 2,033 2,043 2,114 1,963 2,053 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（各年度 3月審査分） 
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19 

■給付費の推移 

                               単位（千円） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

介護サービス費 2,911,821 2,897,273 2,871,299 2,917,547 2,995,250 

介護予防サービス費 291,343 253,738 264,813 187,209 190,315 

高額介護サービス費 69,325 70,556 74,228 72,038 73,022 

高額医療合算 

介護サービス費 
6,629 6,215 6,444 6,517 2,137 

特定入居者 

介護サービス費 
130,644 133,632 126,695 124,617 121,074 

審査支払手数料 4,640 4,800 4,905 4,531 4,720 

合計 3,414,402 3,366,213 3,348,383 3,312,460 3,386,519 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 
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4,800 4,905 4,531

4,720

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

2,900,000

3,000,000

3,100,000

3,200,000

3,300,000

3,400,000
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

介護サービス費 介護予防サービス費 高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費 特定入居者介護サービス費 審査支払手数料

（千円） 
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３）障がい者手帳交付者数の推移 

令和元年度は身体障害者手帳所持者 1,654 人、療育手帳所持者 425 人、

精神障害者保健福祉手帳所持者 285人となっています。身体は平成 27年度

以降緩やかに減少していますが、療育・精神は増加傾向にあります。 

 

                     単位（人） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

身体障害者手帳 1,716 1,697 1,682 1,656 1,654 

療育手帳 389 400 414 426 425 

精神障害者 

保健福祉手帳 
176 186 216 275 285 

資料：介護福祉課（各年度４月１日現在） 

 

４）相談件数の推移【障がい】 

   障がいのある人の相談件数の推移をみると、平成 27 年度から平成 30 年

度にかけて増減を繰り返していましたが、令和元年度は 1,304 件となって

おり、前年比＋173件と大幅に増加しています。 

 

  単位（人） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

相談件数 1,120 1,070 1,186 1,131 1,304 

資料：介護福祉課（各年度３月末日現在） 

 

５）ひきこもりの状況 

   令和元年度、民生委員による調査が行われました。その調査によると小松

島市では、ひきこもりとして民生委員が相談を受けたり、聞いたりした件数

は 14件あるとのことでした。 
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６）生活困窮者等 

生活保護受給者数の推移をみると、被保護世帯数と被保護人員数が平成 27

年度以降、減少傾向にあります。 

  世帯類型別生活保護受給世帯の推移をみると、すべての世帯数の合計は平

成 27年度以降、減少傾向が続いています。令和元年度は 551世帯となって

おり、平成 27年度と比較して 53世帯減少しています。 

  類型別では、高齢者世帯数は平成 27 年度以降、増加傾向にあります。令

和元年度は 323世帯となっており、平成 27年度と比較して 29世帯増加し

ています。一方、母子世帯数と傷病者世帯数は平成 27 年度以降、減少傾向

が続いています。 

  生活困窮者自立支援制度による自立相談支援事業の利用状況をみると、令

和元年度は 97 人となっており、平成 27 年度と比較して 36 人増加してい

ます。 
 

■生活保護受給者数の推移     

                      単位（件、世帯、人） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

相談延件数 84 116 138 107 114 

被保護世帯数 604 585 568 566 551 

被保護人員数 817 771 733 716 679 

資料：生活福祉課（各年度３月末日現在） 

 

■世帯類型別生活保護受給世帯の推移  

                   単位（世帯） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

高齢者世帯数 294 300 302 318 323 

母子世帯数 29 23 21 20 16 

障がい者世帯数 35 37 37 35 33 

傷病者世帯数 186 176 167 152 136 

その他世帯数 60 49 41 41 43 

合計 604 585 568 566 551 

資料：生活福祉課（各年度３月末日現在） 

 
■生活困窮者自立支援制度による自立相談支援事業の利用状況 

          単位（人） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

相談件数 61 52 55 109 97 

資料：生活福祉課（各年度３月末日現在）  
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７）ひとり親世帯の状況 

ひとり親と子どもから成る世帯の数は、平成７年以降増加傾向にあります。

平成 27 年は 1,504 世帯となっており、平成７年から 393 世帯増加してい

ます。 

 

■ひとり親世帯の推移  

                          単位（世帯） 

 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

単独世帯 2,430 2,941 3,352 3,786 4,299 

夫婦のみ世帯 2,626 3,080 3,181 3,313 3,294 

夫婦と子どもから成る

世帯 4,464 4,580 4,426 4,211 4,074 

ひとり親と子どもから

成る世帯 1,111 1,251 1,408 1,501 1,504 

 

母子世帯 936 1,055 1,180 1,277 1,267 

父子世帯 175 196 228 224 237 

その他の世帯 3,210 2,856 2,645 2,361 2,029 

合計 13,841 14,708 15,012 15,172 15,200 

資料：国勢調査 

 

８）成年後見制度「市長申し立て」の利用状況 

 重度の認知症、知的障がい又は精神障がいにより判断能力が不十分で、申

し立てを行う親族がいない人を対象として市長が申し立てを行う件数は、横

ばい状態となっています。 

 また、成年後見制度を補完する制度として日常生活自立支援事業があり、

社会福祉協議会が相談や支援を行っています。 

 

■成年後見制度「市長申し立て」件数 

                       単位（件） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

高齢者関係 1 2 1 2 2 

障がい者関係 1 1 0 1 0 

合計 2 3 1 3 2 

資料：介護福祉課（各年度３月末日現在） 
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■日常生活自立支援事業利用契約件数 

                      単位（件） 

 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

高齢者関係 0 0 1 4 4 

障がい者関係 8 8 11 9 10 

合計 8 8 12 13 14 

資料：小松島市社会福祉協議会（各年３月末日現在） 

 

 

９）虐待件数 

ＤＶ等に関する相談件数の推移をみると、高齢者虐待は令和元年度に 20

件となっており、平成 27 年度と比較して 14 件増加していますが、前年度

（平成 30年度）と比較すると７件減少しています。 

  一方、児童虐待は、令和元年度は 35件であり、平成 27年度と比較して 4

件減少しており、前年度（平成 30年度）と比較すると３件減少しています。 

 

■ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）等に関する相談件数の推移 

         単位（件） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

ＤＶ相談 27 11 5 8 3 

高齢者虐待 6 3 10 27 20 

児童虐待 39 34 27 38 35 

資料：介護福祉課、児童福祉課（各年度３月末日現在） 
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地域福祉活動・社会資源の状況 

 

１）ボランティア人口の推移 

             単位（団体、人） 

年度 

個人ボランティア ボランティアを目的とした団体 活動の一部でボランティア活動 

登録済 未登録 
登録 

団体 
人数 未登録 人数 

登録 

団体 
人数 未登録 人数 

H26 11 117 27 601 51 964 7 319 40 894 

H27 12 155 26 602 51 1,095 5 181 32 772 

H28 10 127 23 498 46 1,069 5 197 34 846 

H29 13 102 25 536 45 940 5 195 27 770 

H30 13 103 25 498 44 1,029 6 91 29 567 

資料：小松島市社会福祉協議会（各年度３月末日現在） 

 

２）ＮＰＯ法人の状況 

 本市にあるＮＰＯ法人の数は、令和２年１月現在で 12 団体が県の認証を

受けています。その活動は、保健、医療又は福祉の増進を図る活動、環境の

保全を図る活動、子どもの健全育成を図る活動など多岐にわたっています。 

 

３）民生委員・児童委員 

 平成 25年の民生委員改選では、本市の民生委員数は 82人でしたが、平成

28年の改選以降定数増員を図り、現在は 84人となっています。民生委員活

動は制度発足以来、地域における援助を要する者(世帯)への個別援助活動が

その基本でした。この基本的な働きは今日でも変わることはありませんが、

在宅福祉の推進が今後ますます要請される中、民生委員の働きを「地域にお

けるアンテナ的役割」「地域における世話役的役割」「地域におけるパイプ役

的役割」など７つに要約し、その働きを強めるため、民生委員制度創設 60周

年、70周年の際に明らかにされています。 

 

■民生委員・児童委員の相談支援活動件数  

                  単位（件） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

高齢者に関すること 1,018 901 974 840 837 

障がい者に関すること 186 152 151 261 241 

子どもに関すること 1,455 1,509 1,317 1,170 1,036 

その他 498 543 565 554 528 

合計 3,157 3,105 3,007 2,825 2,642 

資料：小松島市社会福祉協議会（各年度３月末日現在）  
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４）自主防災組織の状況 

   自主防災組織とは、防災に関する住民の役割を果たすため、地域住民が、

「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づいて自主的

に結成する組織です。小松島市には現在 25か所あります。 

 

 

 
  

自主防災組織の取組事例 

 

和田島地区には、小松島ニュータウン自治会自主防災会、春日自主防災会、和田島

みさき自主防災会があります。令和元年度には、各自主防災会を含め、地区の組織長

や大学、県や市、建築士会等で構成する和田島防災まちづくり協議会を設置し、避難

路沿いのブロック塀の点検調査を行うとともに、ワークショップでは地域に必要な防

災計画・防災対策について学びました。また、今後防災面の取り組むべき方向性とし

て「防災まちづくり宣言」が制定され、それぞれ自主防災会の地区内に看板として設

置しています。 
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５）福祉避難所の指定状況 

   福祉避難所とは、高齢者や障がいのある人など、災害発生時に一般の避難

所での生活に支障をきたす人を受け入れることのできる特別の配慮がなさ

れた避難所のことです。市内の福祉避難所は令和２年 10月現在、９か所あ

ります。 

 

名称 所在地 電話番号 

養護老人ホーム松寿園 小松島市日開野町字加々ミ松

９１－１ 

0885-32-0100 

特別養護老人ホーム恵光苑  小松島市坂野町字樫のべ 

３２－１ 

0885-37-3000 

ケアハウス健祥会アムス  小松島市日開野町字宗人屋敷

７１－４ 

0885-33-3117 

ライフ慈友館 小松島市赤石町１３－２４ 0885-38-1700 

特別養護老人ホーム千歳苑 小松島市小松島町字元根井 

５４－１ 

0885-33-2040 

グループホーム 

ファミリーヒルズ 

小松島市新居見町字東山下 

１０２－４ 

0885-32-6517 

みやま園 小松島市立江町字黒岩１-８ 0885-37-0771 

グループホーム青空 小松島市中田町字新開５２ 0885-35-1355 

介護老人保健施設明和苑 小松島市和田島町字浜塚 

１０８－３ 

0885-37-3777 
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（５）アンケート調査からみる小松島市の現状 

 

アンケート調査の概要 

  

１）市民アンケート 

 ・調査期間：令和２年６月１日～６月 22日 

・調査対象者：市内に居住する満 18歳以上の男女（無作為抽出） 

・標本数：2,000人 

・配布方法：郵送方式 

 

調査対象者 
調査対象者数 

（標本数） 
回収数 有効回収率 

市民 2,000 828 41.4％ 

 

 ２）民生委員・児童委員等アンケート 

 ・調査期間：令和２年６月１日～６月 22日 

・調査対象者：民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、 

生活支援コーディネーター 

 

調査対象者 
調査対象者数 

（標本数） 
回収数 有効回収率 

民生委員・児童委員 84 69 82.1％ 

地区社会福祉協議会 11 10 90.9％ 

生活支援コーディネーター 10 9 90.0％ 

 

 ３）中学生・高校生アンケート 

 ・調査期間：令和２年６月１日～６月 22日 

・調査対象者：小松島中学校 2学年、小松島南中学校 2学年 

小松島高等学校ボランティア部 

小松島西高等学校福祉科１～３学年 

 

調査対象者 
調査対象者数 

（標本数） 
回収数 有効回収率 

中学生・高校生 378 378 100.0％ 
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アンケート調査結果の概要 

 

１）市民アンケート 

  ①日常生活の不安について 

   ・市民が現在、日常生活で最も困っていることは「健康状態」ですが、そ

の割合は 7.3％と少数です。一方、将来は不安があると回答した項目で

最も高いのは「災害時の避難支援」で 57.4％、次いで「自分や家族の介

護」54.5％、「健康状態」49.6％となっています。 

 

②地域での付き合いについて 

  ・近所付き合いの程度は、“ある程度以上の付き合いがある”（「よく付き

合っている」と「ある程度付き合っている」の合計）という人が 53.9％、

“あまり付き合いがない”（「あまり付き合っていない」と「全く付き合っ

ていない」の合計）が 43.0％となっており、“ある程度以上の付き合い

がある”が 10ポイント程度高くなっています。 

  ・自分自身や家族の日常生活が不自由になったとき、地域でしてほしい手

助けや手伝いについては、「災害時などの手助け」が 58.3％と約６割に

のぼり、次いで「安否確認の声かけ」が 46.7％と続いています。 

  ・近所で困っている家庭があった場合に手助けや手伝いができることにつ

いては、「安否確認の声かけ」が 58.0％と最も高く、次いで「災害時な

どの手助け」42.3％、「話し相手」42.2％となっており、前述の地域で

してほしいことと同じ項目が上位となっています。 

 

③地域福祉の現状について 

  ・地域内の行事や活動について、“あまり参加していない”（「参加していな

い」と「あまり参加していない」の合計）という人が 61.5％、“ある程

度以上参加している”（「参加している」と「ある程度は参加している」

の合計）が 33.3％となっており、“あまり参加していない”が 28.2 ポ

イント高くなっています。 

  ・行事や活動に参加していない理由は、「地域内でどんな活動が行われてい

るか情報がないため」が 45.0％と最も高く、次いで「時間にゆとりがな

いため」32.6％、「一人では参加しにくいため」18.7％となっています。 

  ・ボランティア活動への参加については、上位から「条件が整えば参加し

てみたい」39.4％、「参加できない」32.0％、「参加するつもりはない」

14.4％、「現在、参加している」9.1％となっています。 
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・日頃、社会の一員として社会のために役立ちたいと思っているかについ

て、「思っている」が 43.2％、「あまり考えていない」が 38.5％となっ

ています。役立ちたい内容は、「自然、環境保護に関する活動（環境美化、

リサイクル活動など）」が 34.6％と最も高く、次いで「自主防災活動や

災害援助活動」32.4％、「町内会などの地域活動」31.0％となっていま

す。 

  ・住民同士の助け合いや支え合いによる自治活動や生活支援を活発にする

ために必要なこととして、「活動の中心となるリーダーやメンバーの養成」

と回答した人が 35.0％と最も高く、次いで「活動の拠点となる場所」

28.4％、「情報の提供や理解を深めるイベントの開催」28.2％となって

います。 

 

④社会問題について 

  ・市民の９割以上が重要であると考える社会問題は、「災害時における支援

体制」（91.6％）と「地域の防犯対策」（90.1％）の２つです。次いで、

「高齢者・児童・障がい者等の虐待を防ぐための地域のつながり」86.4％、

「認知症の人やその家族を支えるための地域のつながり」86.3％、「障

がいのある人とない人が、共に生きるため、社会の中にあるバリアを取

り除くこと」85.3％と続いています。 

  ・地域や社会から孤立を防ぐために有効な取組は、「隣近所や町内会による

声かけ・見守り活動」が 59.0％と最も高く、次いで「福祉サービスと連

携した声かけ・見守り活動」48.0％、「地域で気軽に集える交流活動」

43.3％となっています。 

  ・成年後見制度の認知度は、「知っているが、利用したことはない」52.2％、

「知らない」44.0％となっています。年齢別にみると、18歳～39歳で

は「知らない」が 53.9％となっており、全体と比べて 9.9 ポイント高

くなっています。 

  ・成年後見制度の利用については、「利用したくない」が 47.7％、「利用し

たい」が 40.9％となっています。年齢別にみると、18 歳～39 歳では

「利用したい」が 53.9％となっており、全体と比べて 13.0ポイント高

くなっています。また、75歳以上では「利用したい」が 25.1％となっ

ており、全体と比べて 15.8ポイント低くなっています。 

  ・成年後見制度を利用したくない理由は、「制度をよく知らないから」が

53.2％と最も高く、次いで「手続きが面倒そうだから」25.6％となって

います。 
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⑤市に期待することについて 

  ・災害時の備えで重要なことは、「危険箇所の把握」が 36.9％と最も高く、

次いで「日頃からのあいさつ、声かけや付き合い」32.1％、「地域での避

難訓練」28.1％となっています。 

  ・誰もが住み慣れた地域で安心して生活していくために行政に望むことは、

「身近な場所で、相談できる窓口を増やす」が 61.1％と６割を超えてい

ます。次いで「災害時に援助を必要とする人を地域で助け合う体制の整

備」50.4％、「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」46.8％が続

いています。 

  

２）民生委員・児童委員等アンケート 

  ①市民が安心して暮らすために必要なことについて 

   ・高齢者にとって必要なことは、「身近な地域での声かけ・見守り」が

50.6％と最も高く、次いで「健康づくり・介護予防の取組」39.1％、「老

人クラブ・サロン等の気軽に集える場所」29.9％となっています。 

   ・障がいのある人にとって必要なことは、「障がいに対する理解」が 66.7％

と 7 割近くとなっています。次いで、「障がい福祉サービスの充実」

36.8％、「身近な相談窓口の充実」33.3％となっています。 

   ・子どもや子育て世帯にとって必要なことは、「身近な地域での声かけ・見

守り」が 39.5％と最も高く、次いで「保育所・幼稚園・認定こども園の

充実」38.4％、「安心して遊べる場所の確保」34.9％となっています。 

   ・生活困窮者にとって必要なことは、「孤立しないための困窮状態の早期発

見」が 66.7％と７割近くとなっています。次いで、「関係機関や地域に

よる支援のための連携」42.5％、「相談支援の充実」39.1％となってい

ます。 

 

  ②各種制度について 

   ・成年後見制度の利用相談や取り次ぎの実績は、「ない」が 97.7％、「あ

る」が 2.3％となっています。 

   ・生活困窮者自立支援制度の利用相談や取り次ぎの実績は、「ない」が

88.6％、「ある」が 11.4％となっています。 

 

  ③地域や活動の現状について 

   ・地域における課題は、「若い世代の地域活動への参加が少ない」が 65.9％

と最も高く、次いで「災害時に対する体制が不十分」53.4％、「隣近所

の交流が少ない」48.9％となっています。  
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・地域で確認している見守りなどの支援や何らかの課題を抱えている人は、

「高齢者のみの世帯」が79.6％と８割近く、次いで「認知症の人」29.6％、

「障がいのある人」18.2％と続き、「特にいない」は 9.1％となっていま

す。 

   ・災害時に住民が支え合う地域づくりに必要なことは、「日頃からの隣近所

とのお付き合い」が 69.3％と最も高く、次いで「地域の団体の関係者

（自治会、自主防災組織、民生委員など）間での連携」59.1％、「避難

する際に支援が必要な人の把握」44.3％となっています。 

   ・地域福祉の推進のために行政から受けたい支援は、「活動の担い手となる

人材育成」が 64.7％と最も高く、次いで「活動費などの経済的支援」

41.2％、「専門性を持った人材、団体の紹介」37.7％となっています。 

・誰もが住み慣れた地域で安心して生活していくために行政に望むことは、

「身近な場所で、相談できる窓口を増やす」が 60.5％と６割を超え、市

民アンケートと同様、最も高くなっています。次いで「地域における保健

や福祉に関する活動の中心となる人材を育てる」50.0％、「災害時に援助

を必要とする人を地域で助け合う体制の整備」46.5％が続いています。 

 

３）中学生・高校生アンケート 

  ①地域活動について 

   ・最も参加したことがある活動は、「自然・環境保護に関する活動（環境美

化、リサイクル活動など）」で 33.6％となっています。次いで、「募金活

動、チャリティーバザー」28.8％、「スポーツ・文化・生涯学習に関す

る活動（料理・書道など）」23.8％となっています。 

   ・社会人（大人）になってから参加したい活動は、「保健・医療・衛生に関

する活動（健康づくり活動など）」が 46.6％と最も高く、次いで「障が

い者を支援する活動（介助、手話通訳、家事支援など）」46.3％、「高齢

者を支援する活動（食事配達、安否確認、介助など）」44.7％となって

います。 

 

  ②被害を受けたときの対応について 

   ・虐待やいじめ、架空請求、SNSによる個人情報の漏えい等の被害にあっ

た場合の対応について、「家族に相談する」が 69.5％と最も高く、次い

で「友人に相談する」54.2％、「自分で考えて相談する」33.0％となっ

ています。 

   ・友人が前述の被害にあった場合の対応については、「話を聞く」が 87.7％

と約９割にのぼり、次いで「先生に相談する」37.1％、「自分の家族に

相談する」34.1％となっています。  
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  ③これからのことについて 

   ・小松島市のイメージとして、“思いやりのあるまちと感じる”（「そう思う」

と「まあそう思う」の合計）が 55.3％、“そう感じない”（「あまりそう

思わない」と「そうは思わない」の合計）が 19.6％、「どちらともいえ

ない」が 23.0％となっています。 

   ・大人になっても小松島市に住み続けたいかについては、「わからない」が

40.2％と最も高く、次いで「就職で一度は市外で住んだとしても、いず

れは小松島市に戻りたい」22.5％、「住み続けたくない」21.7％と続い

ています。“小松島市に住みたい”（「住み続けたい」と「進学で市外に出

たとしても、就職は市内でしたい」と「就職で一度は市外で住んだとし

ても、いずれは小松島市に戻りたい」の合計）は 35.7％となっていま

す。 

 

４）自由意見から読み取れること 

  ①地域力の低下 

・地域の行事や集会の参加者は、いつも同じメンバーで固定されているこ

とが多い状況です。 

・若年層や中年層は地域活動に参加することが少ないため、住民同士の交

流が活発な高齢層がいなくなると、地域の交流は一層希薄になると思わ

れます。 

・隣近所でも挨拶しない人が増えています。気軽な日常的交流が減ってい

ます。 

・移住して 10 年以上経っても、近所で名前や顔も知らないという人もい

ます。 

・多くの人々が、他人のことや近隣や地域のことに無関心になってきてい

ます。 

・世代間の価値観の違いや「プライバシー」という権利意識の強まりによ

る人間関係の疎遠化が顕在化しています。 

・新しい団地などでは、自治会にも入らない住民が増えています。 

・地域と交流を持ちたくても、仕事の関係で時間がとれない人も多くいま

す。 

・民生委員の高齢化で、活発な声かけ運動ができていないところもありま

す。 

・民生委員・児童委員のなり手が少なくなっています。一方で、委員が固定

されているため、誘いがない限り新しく委員になりにくいという声も聞

かれます。  
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・生活支援コーディネーターの活動についても、賛同者はいても実践に移

す人は少なく、地域で目立ちたくないという考えの人が多いのが現状で

す。 

 

  ②地域から孤立している人の増加 

・高齢者の中には、現在の介護・福祉サービスの内容が理解できず、なかな

か質問や相談ができないという人もいます。 

・一人暮らしの高齢者が今後ますます増えます。話し相手を求めています。 

・障がいのある人にも、高齢者のケアマネージャーのような立場の人が求

められています。障がいのある人自身やその保護者に担当者がついて、

何でも相談できる関係がほしいというニーズがあります。 

 

  ③複合化・複雑化した課題を抱えた人の顕在化 

・子育て世帯の中には、病児保育を求める声もあります。核家族で共働き

の場合、頼れる場所もありません。 

・高齢世帯では、本人は入所、配偶者は通所など、ともに介助や支援を受け

ながら生活をしている人もたくさんいます。 
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 市民アンケート調査の結果で、小松島市社会福祉協議会について「知ら

なかった」と回答した人は 38.0％でした。小松島市社会福祉協議会に期待

する活動として、「お年寄りの介護や見守りなどに関すること」や「地域防

災活動に関すること」「地域支援活動や住民参加を支援すること」などが挙

げられ、地域福祉の推進における小松島市社会福祉協議会への期待はます

ます高まっています。 

 

社会福祉協議会とは 

 

 社会福祉協議会は、1951年（昭和 26年）に『社会福祉事業法』に基づ

いて、全国・都道府県レベルで誕生し、その後市区町村にも設立されるよ

うになりました。 

 2000年（平成 12年）には、『社会福祉事業法』が『社会福祉法』へと

改正され、その中で社会福祉協議会は『地域福祉の推進を図ることを目的

とする団体』として位置付けられ、地域福祉推進の中核としての役割が法

的に明確化されました。（社会福祉法第１０９条） 

 

小松島市社会福祉協議会の事業方針 

1）地区社協等、関係機関・団体と共に地域福祉の推進に努める。 

2）市行政並びに関係福祉団体及び施設との連携の強化を図る。 

3）事業の効率的・効果的な実施、また、地域に密着した事業を推進し、

「信頼される社協」に向け、努める。 

4）ボランティア団体との連携のもと、ボランティア活動の振興を図る。 

5）介護予防を重要視し、自立支援のためのサービス体制の構築に努める。 

6）民生委員・児童委員との連携のもと、生活困窮問題への対応に努める。 

7）今世紀前半にも発生するおそれのある南海トラフ巨大地震等の災害に 

備え、日頃から地域で支え合うシステム作りを行う。 
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第 ２ 章 地域共生社会の実現にむけて 

１ 地域福祉計画の基本理念 
 

（１）地域福祉計画の基本理念 

 第１期計画では、「互いの顔が見えるぬくもりのある地域社会へ」を基本理

念に掲げて、福祉施策を展開してきました。 

 その中で、社会福祉法が改正され、地域福祉計画の策定にあたって取り組

むべき事項が追加されています。こうした法改正や、福祉を取り巻く状況の

変化を受け、地域福祉推進に向けては、年齢や性別、障がいの有無にかかわ

らず、住み慣れた地域で、共に支え合いながら、住民一人ひとりの暮らしと

生きがい、地域をつくっていくことが重要です。 

 こうしたことから、より一層地域の中でつながりながら支え合う地域社会

の実現をめざすため、新たな基本理念を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

（２）地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について 

 人口減少・高齢化の進む中、子育てや介護、医療等、社会的サービスの維持・充実

等の社会的課題に対応しながらも、地域経済も衰退させることなく住民生活を豊か

なものとすることが求められています。しかし、国も含め県や市など地方公共団体

の財政状況のひっ迫等、行政の利用可能な資源には限界があります。 

 他方、ＮＰＯ等多様な民間主体の活動が多様化、高度化しており、民間主体の活

動と、行政が協働することで、地域の課題を共有しながら、地域資源を見い出し、そ

の地域の価値をいかしていく可能性が広がっていくことが地域共生社会の実現にも

つながっていきます。 

 地域共生社会とは、制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関

係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と

資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと

生きがい、地域を共に創っていく社会です。 

 基本理念の「支えあい、共に生き、みんながつながる地域づくり」をめざすため

に、地域住民が自らの暮らしたい地域を考える主体的・積極的な姿勢と、福祉以外

の分野との連携・協働による地域づくりの視点が必要となります。  
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２ 地域福祉計画の基本方針 
 

「支えあい、共に生き、みんながつながる地域づくり」を実現していくため、

地域における「自助」「共助」「公助」の重層的なサービスによるネットワー

クの確立を図るとともに、３つのめざすべき社会（基本目標)、５つの重点課

題に基づき、具体的な施策の展開を図ります。 

 

（１）めざすべき社会（基本目標） 

 

Ⅰ 市民の生活を支える社会（包括的な支援体制づくり） 

〇個人や世帯が介護、障がい、子育て、生活困窮など複雑化・複合化した課

題を抱えた場合でも「たらい回し」されることなく、市の関係課・相談機

関が連動し、適切な支援を受けることができる。 

〇課題を抱える個人や世帯が地域で孤立することなく早期に適切な支援を受

けることができる。 

〇日頃から地域での声かけや防災訓練等を行い、自分の身は自分で守ること

を念頭に置き、災害に備える。 

 

Ⅱ 「我が事」として考える社会（地域づくり） 

〇地域の課題を自分のこととして捉え、関係機関と一緒になって課題解決に

向けたプロセスを繰り返しながら、課題を解決していくことを試みる。 

〇地域の自主的な取組や課題を抱える人の把握などを通じて、地域の課題を

話し合い、地域の課題解決につながる取組を主役である市民をはじめ、地

縁組織、民間企業、医療・福祉・介護などの専門職、行政、社会福祉協議

会などが協働して行うことができる。 

〇地域で暮らす高齢者・障がいのある人・子ども・生活困窮者など誰でも気

軽に相談できる場所や集まる場ができ、見守り活動など地域の自主的な取

組が活発に行われるなど、地域住民の間で顔の見える関係ができる。 

〇認知症や精神障がいなど課題を抱える人を地域で早期に発見し、早期に関

係機関の支援につなぐことができる。 

〇社会福祉法人やＮＰＯ法人、民間企業、医療・介護・福祉の専門職などが

地域の人々と地域課題を共有し、地域の課題に応じて集いの場の提供や地

域の見守りを実施するなど、地域と協働し共に支え合うことができる。 
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Ⅲ 役割と生きがいをもって活躍できる社会（人材づくり） 

〇「自分や家族が暮らしたい地域を考える」という主体的、積極的な姿勢を

誰もが持つことができる。 

〇「地域で困っている課題を解決したい」という気持ちで、様々な取組を行

う地域住民や関係者によるネットワークにより共生の文化が生まれる。 

〇高齢者も若者も、障がいの有無にかかわらず、誰もが地域や社会で役割を

もって活躍することができる。 

〇子どもたちの誰もが、家庭の経済状況にかかわらず、それぞれの夢に向かっ

て頑張ることができる。 
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（２）重点課題 

 

Ⅰ 市民の生活を支える社会（包括的な支援体制づくり） 

 

①包括的な相談・支援体制づくり 

 高齢者や障がいのある人、児童など、それぞれの福祉分野ごとの相談支援

体制では対応が困難な「制度の狭間にあるケース」や「家庭の中で問題が複

合化・複雑化しているケース」等への対応が課題です。制度や分野ごとの縦

割りではなく、分野を超えた横断的な支援体制の構築が必要になっています。 

 サービスの種別を超え、適切な福祉サービスを一体的に提供できるよう包

括的な相談支援体制の整備を図る必要があります。 

 また、現状の相談機関の役割分担やサービスでは解決が難しい事例につい

て、市の関係課や相談機関・専門機関などの会議体を設置し、役割分担の見

直しや新たなサービスの創出など、必要な制度改正や事業を実施していく必

要があります。 

 

②安心して暮らせるための環境づくり 

 地域で抱える課題が複雑で多様化していることも課題です。住み慣れた地

域で安心して暮らしていくためには、本人の希望や状況に応じた福祉サービ

ス等を提供するための相談窓口を整えるなど、適切に利用できる環境づくり

が必要です。また、高齢や障がいがあること等で判断能力が低下した場合で

も、権利が保護される体制の充実や、判断能力が不十分な人の法律上の権利

を保護する「成年後見制度」の適正な利用を促進していく必要があります。 

 

③災害に強い福祉のまちづくり  

 アンケート調査では、日常生活で困ったり不安に感じていることに関して、

「災害時の避難支援」について 57.4％が「将来は不安がある」となっていま

した。災害時の備えについては、「危険箇所の把握」「日頃からのあいさつ、

声かけや付き合い」「地域での避難訓練」などが上位を占めています。 

 災害に備えた地域防災力の強化、支援を必要とする人への支援など、行政

と地域が一体となり、自助、共助、公助の取組を図っていく必要があります。 
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■市民アンケート調査より 

 

問  あなたは日常生活に関することで、困ったり不安に感じていることがあります

か。（それぞれについて、〇は１つ） 

 

日常生活の不安に関することのうち、半数以上が「特に困ったり不安は感じて

いない」と回答した事項は、「【ア】日常の買い物」「【イ】近所付き合い」「【エ】

子育てや子どもの教育」「【オ】日常の外出等」「【カ】話し相手や相談相手」「【ク】

地域の治安」「【サ】就労や雇用の状況」「【シ】お金の管理や契約などの判断」と

なっています。 

半数以上が「将来は不安がある」と回答した事項は、「【キ】災害時の避難支援」

57.4％「【ウ】自分や家族の介護」54.5％となっています。また、「【ケ】健康状

態」49.6％も将来は不安が高い事項となっています。 

「現在、困っている」については、すべての事項で 7.3％以下となっています。 

 

 
現在、困って

いる 

将来は不安

がある 

特に困ったり 

不安は感じ

ていない 

無回答 

人数

(人) 

割合

(％) 

人数

(人) 

割合

(％) 

人数

(人) 

割合

(％) 

人数

(人) 

割合

(％) 

【ア】日常の買い物 32 3.9 225 27.2 545 65.8 26 3.1 

【イ】近所付き合い 30 3.6 174 21.0 594 71.7 30 3.6 

【ウ】自分や家族の介護 39 4.7 451 54.5 302 36.5 36 4.4 

【エ】子育てや子どもの教育 21 2.5 159 19.2 563 68.0 85 10.3 

【オ】日常の外出等 40 4.8 196 23.7 559 67.5 33 4.0 

【カ】話し相手や相談相手 15 1.8 185 22.3 593 71.6 35 4.2 

【キ】災害時の避難支援 39 4.7 475 57.4 289 34.9 25 3.0 

【ク】地域の治安 24 2.9 190 23.0 581 70.2 33 4.0 

【ケ】健康状態 60 7.3 411 49.6 334 40.3 23 2.8 

【コ】経済的な状況 55 6.6 345 41.7 400 48.3 28 3.4 

【サ】就労や雇用の状況 49 5.9 231 27.9 469 56.6 79 9.5 

【シ】お金の管理や契約などの判断 21 2.5 329 39.7 447 54.0 31 3.7 
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Ⅱ 「我が事」として考える社会（地域づくり） 

 

④共に支え合う地域づくり 

 アンケート調査では、地域でしてほしい手助け・手伝いに関して、「災害時

などの手助け」「安否確認の声かけ」が上位を占めており、できる手助け・手

伝いに関しても、「災害時などの手助け」「安否確認の声かけ」が上位を占め

ていました。近所付き合いの理想に関しては「住民の間であいさつを交わす」

「住民すべての間で困ったときに互いに助け合う」が上位を占めています。

地域や社会からの孤立を防ぐためには、「隣近所や町内会による声かけ、見守

り活動」が有効だと考える人が５割以上を占めています。また、ちょっとし

た困りごとでも、誰にも頼れずにいるといった悩みを持っている人もいるこ

とがわかりました。 

 地域に暮らす人々が互いに助け合い、身近な地域の課題や問題点を見つけ

出し、これら地域課題を解消するための解決策を自ら話し合い、必要に応じ

て行政など関係機関につないでいくなど、地域の互助力を高めることによっ

て地域課題の解決を図る地域の体制づくりが求められます。 

 

■市民アンケート調査より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.3

46.7

20.2

18.9

17.7

16.1

15.3

8.7

4.3

0.8

16.3

0% 20% 40% 60%

災害時などの手助け

安否確認の声かけ

日常の買い物の手伝い

話し相手

子ども、高齢者、障がいがある人などの手伝い

通院などの外出の手伝い

ゴミ出しなどの家事の手伝い

冠婚葬祭の手伝い

短時間の子どもの預かり

その他

特にない

n=769 

 

問  あなたやご家族の日常生活が不自由になったとき、地域でしてほしい手助

け・手伝いは何ですか。（○はいくつでも） 
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Ⅲ 役割と生きがいをもって活躍できる社会（人材づくり） 

 

 ⑤地域福祉を支える担い手づくり 

 アンケート調査では、住民同士の助け合いや支え合いによる自治活動や生

活支援を活発にするためには、「活動の中心となるリーダーやメンバーの養成」

が 35.0％と最も高い結果となりました。また、社会のために役立ちたいと

思っている人の割合は、43％を超えていました。役立ちたい内容としては、

自然、環境保護に関する活動、自主防災活動や災害援助活動に続いて、町内

会などの地域活動が上位を占めています。 

 今後、充実した地域社会を築くためには、地域社会を支える担い手づくり

は欠かせません。あらゆる世代に対する地域福祉活動やボランティア活動の

参加の促進、生涯にわたる福祉意識の普及も必要となります。また、福祉の

担い手を限定せず、民間事業者等、多様な組織の福祉活動の参画も重要です。 

 

■市民アンケート調査より 

問  何か社会のために役立ちたいと思っているのはどのようなことですか。 

（○はいくつでも） 

34.6

32.4

31.0

25.7

22.1

20.7

18.7

14.3

13.7

9.8

9.5

7.0

4.8

3.6

0% 20% 40%

自然、環境保護に関する活動

（環境美化、リサイクル活動など）

自主防災活動や災害援助活動

町内会などの地域活動

自分の職業を通じて

体育、スポーツ、文化に関する活動

社会福祉に関する活動（子育て支援、高齢者や障が

いがある人などに対する介護など）

保健・医療・衛生に関する活動（健康づくり活動など）

青少年健全育成に関する活動（子ども会活動など）

交通安全に関する活動

（子どもの登下校時の安全監視など）

募金活動、チャリティーバザー

人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力など

の活動（料理、英語、書道など）

国際交流（協力）に関する活動

（通訳、留学生援助など）

その他

わからない

n=358
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（３）施策の体系 

 

【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

○包括的な 

相談・支援体制づくり 

地域におけるトータルケアシステムの構築 

市の関係課・相談機関の相互連携による支援 

生きることの支援 

再犯防止に向けた取組の推進 

○安心して暮らせるための

環境づくり 

健康づくり・福祉サービスの提供 

生活支援等に係る情報の提供体制 

制度の狭間による困窮者等への支援 

重層的なセーフティネット機能の構築 

子どもの貧困対策の推進 

虐待等の防止と権利擁護の推進 

誰にも優しいまちづくりの推進 

○災害に強い福祉の 

まちづくり 

地域防災力の強化 

支援を必要とする方への情報整備 

災害時要配慮者への支援と福祉避難所の指定 
 

 

 

○共に支え合う地域づくり 地域が支え合う仕組みづくり 

地域福祉の場・交流の場づくり 

社会福祉協議会との連携・協働 

民生委員・児童委員活動の推進 

多様な主体との連携 

地域における見守りの推進 
 

 

 

○地域福祉を支える 

担い手づくり 

福祉意識の普及啓発 

福祉教育の推進 

ボランティアの育成と活動の促進 

地域福祉活動を推進する人材の育成と多様な組織の参画 

高齢者の生きがい活動 

 

  

基本目標Ⅰ 市民の生活を支える社会（包括的な支援体制づくり） 

 

 

基本目標Ⅱ 「我が事」として考える社会（地域づくり） 

（地域づくり） 

 

基本目標Ⅲ 役割と生きがいをもって活躍できる社会（人材づくり） 

（地域づくり） 
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【施策体系におけるＳＤＧｓとの関連表】 

 本市では、人々が安心して暮らしていける持続可能なまちづくりのため、Ｓ

ＤＧｓのめざす 17のゴールを関連付け、ＳＤＧｓを一体的に推進しています。

地域福祉計画でも、ＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さない」社会の実現

をめざし、持続可能なまちづくりを推進していきます。 

 

基本目標Ⅰ 市民の生活を支える社会（包括的な支援体制づくり） 

○包括的な相談・支援体制づくり 
 

     
 

○安心して暮らせるための環境づくり 
 

      
 

 
 

○災害に強い福祉のまちづくり 
 

  
 

基本目標Ⅱ 「我が事」として考える社会（地域づくり） 

○共に支え合う地域づくり 
 

     
 

基本目標Ⅲ 役割と生きがいをもって活躍できる社会（人材づくり） 

○地域福祉を支える担い手づくり 
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【ＳＤＧｓとは】 

 

◎ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、2015 年

9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発

のための 2030アジェンダ」にて記載された 2016

年から 2030年までの国際目標です。持続可能な世

界を実現するための 17のゴール・169のターゲッ

トから構成され、地球上の誰一人として取り残さな

い（leave no one behind）ことをめざしています。 

 

◎ 地方創生におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進の意義 

 

  自治体で策定する各種計画においては、ＳＤＧｓの要素を反映し、その計画

の事業を管理し、目標を達成することが求められています。 

  地方創生は、地域の人口減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわたって成

長力を確保することをめざしています。地方が将来にわたって成長力を確保す

るには、人々が安心して暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性化

が重要です。特に、急速な人口減少が進む地域では、暮らしの基盤の維持・再

生を図ることが必要とされています。 

  ＳＤＧｓは、世界全体の経済、社会及び環境における持続可能な開発を統合的取

組として推進するものであり、多様な目標の追求は、日本の各地域における諸課題

の解決に貢献し、地方の持続可能な開発、すなわち地方創生を推進するものです。 

 ＳＤＧｓにおいては、17のゴール、169のターゲットが設定されるとともに、

進捗状況を測るための約 230の指標（達成度を測定するための評価尺度）が提示

されています。これらを活用することにより、行政、民間事業者、市民等の異なる

利害関係者間で地方創生に向けた共通言語を持つことが可能となり、政策目標の理

解が進展し、自治体業務の合理的な連携の促進が可能となります。これらによって、

地方創生の課題解決を一層促進することが期待されています。 

  

■SDGs 17のゴール 
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【ＳＤＧｓ、ゴールの解説】 

【ゴール１】貧困をなくそう あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

 

 自治体行政は、貧困で生活に苦しむ人々を支援するうえで最も適したポジショ

ンにいます。各自治体において、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保する

ことができるよう、きめ細やかな支援策が求められています。 

【ゴール２】飢餓をゼロに 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成す

るとともに、持続可能な農業を推進する。 

 

 自治体行政において、ひとり親家庭、低所得者、生活困窮者、特に子どもの飢餓

や貧困対策は重要であり、福祉はもちろん、教育、保健・医療、雇用、住宅、司法

等の領域横断的な有機的連携が必要です。経済的支援、教育支援、生活支援、保護

者に対する就労支援等の必要な施策を講じます。 

【ゴール３】すべての人に健康と福祉を あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保

し、福祉を促進する。 

 

 住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も

住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態

の維持・改善に必要であるという研究も報告されています。 

【ゴール４】質の高い教育をみんなに すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を確

保し、生涯学習の機会を促進する。 

 

 教育の面でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は

非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教

育と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要です。 

【ゴール 10】人や国の不平等をなくそう 各国内及び各国間の不平等を是正する。 

 

 差別や偏見の解消を推進するうえでも自治体は主導的な役割を担うことができ

ます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求

められています。 

【ゴール 11】住み続けられるまちづくりを 包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可

能な都市及び人間居住を実現する。 

 

 包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や

自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が

進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割はますます大きくなっています。 

【ゴール 16】平和と公正をすべての人に 平和で包摂的な社会を促進し、あらゆる物事にお

いて平等で暴力のない社会制度をつくる。 

 

 平和で公正な社会をつくるうえで、自治体は大きな責務を負っています。地域

の多くの市民の参画を促し、参加型の行政を推進し、暴力や犯罪を減らすのも自

治体の役割といえます。 

【ゴール 17】パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、 

グローバル・パートナーシップを活性化する。 

 

 自治体は公的/民間セクター、市民、NGO/NPO などの多くの関係者を結び付

け、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界

を構築していくうえで多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。 
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第 ３ 章 地域福祉の施策展開 

１ 市民の生活を支える社会（包括的な支援体制づくり） 
 

（１）包括的な相談・支援体制づくり 

 

     
 

 １）地域におけるトータルケアシステムの構築 

 

◎取組の方向性 

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニー

ズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、社会福祉

法等の一部改正がなされました。育児と介護のダブルケア、障がいのある人

の親亡き後の生活、８０５０問題など複合的な生活課題に直面している世帯

や公的扶助の受給要件を満たさない制度の狭間問題、増加傾向にあるひきこ

もりや高齢者の独居化による社会的孤立、経済的困窮が引き起こす子どもの

貧困問題を抱える世帯などへの包括的な支援が必要になっています。地域の

実情に応じ住民が主体的に生活課題を把握し、解決する体制、相談支援、参

加支援、地域づくりなどの重層的支援体制整備を含む包括的な相談・支援体

制を整備する必要があります。 

   そのため、住民に身近な圏域で、地域住民が「他人事」を「我が事」とし

て捉え、生活課題を地域で包括的に受け止める体制づくりを進めていきます。 

 また、生活支援コーディネーター等が地域における課題を市全体の施策に

反映させるなど、公的な関係機関と地域住民が協働して新たな社会資源を作

り出し、包括的な相談・支援体制を整備していきます。 
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  ■市民（地域）の取組 

〇サロン活動・地域の居場所づくり・見守り体制づくりなど、地域で支え

合い、交流を深めます。 

〇地域の行事や活動に関心を持ち、積極的に参加します。 

〇地域課題を把握して、関係者と連携を図り課題解決の行動を取ります。 

 

 ■福祉サービス提供事業者の取組 

○利用者一人ひとりの抱えている課題を把握して、関係者と連携を図り課

題解決の行動を取ります。 

 

  ■市の取組 

取組名 概要 

包括的な支援

体制づくり 

社会福祉協議会が進める生活支援体制構築支援、市と社

会福祉協議会との相談体制の連携及び関係機関相互の連

携強化を図り、包括的な支援体制づくりを推進します。 

制度の狭間や複合課題の解決を図る相談支援包括化推

進会議を設置し、福祉各分野同士の連携強化や困難ケース

の調整等を行います。 

地域の居場所づくりなど、地域の支え合い・交流の拠点

を整備し、地域住民が主体的に地域課題を把握し、包括的

に相談を受け止める場を創出する地区を支援します。 

生活困窮者支援 生活保護に至っていない生活困窮者の人から電話等に

よる様々な相談を受け、自立に向けた包括的な支援を行う

ため、「こまつしま生活自立支援センター」を設置し、関

係機関と連携し機能強化を図ります。 

在宅医療と介

護の相談支援 

小松島市医師会に委託し、相談支援の担当者を配置しま

す。また、小松島市医師会ホームページで窓口開設の周知

を行います。 

生活支援コー

ディネーター

及び相談支援

包括化推進員

の配置 

社会福祉協議会に生活支援コーディネーター及び相談

支援包括化推進員を配置し、地域の課題に対して適切に支

援・活動できるよう、市と社会福祉協議会との連携を強化

します。 

地域ケア推進

会議の開催 

地域ケア推進会議により、地域の課題を把握し、困難事

例の解決につなげます。 

要保護児童対

策地域協議会

の開催 

保健・医療・福祉・教育・警察等の関係機関が連携し、

児童虐待等の早期発見・対応を図ります。 
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■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

包括的な支援

体制づくり 

相談する先がわからない、相談に行くことができない人

やＳＯＳを発することができない人を早期に把握し、相談

機関につなげるため、地域の実情に応じて、既存の資源を

いかしながら身近な地域で気軽に相談できる場の創出や、

地域の見守り活動などを促進します。 

個人や世帯が抱える複雑・複合的な課題に対応するた

め、相談支援包括化推進員を配置し、総合的な相談を受け

付け、専門機関などとの調整を行います。 

居場所づくり

の支援 

赤い羽根共同募金を原資として、身近な地域での居場所

づくりを進めるため、サロン等の運営支援を行います。 

年代の輪 地域の行事づくりを支援し、年代の輪を広げる取組を進

めます。 

参加しやすい

環境 

誰もが参加しやすい雰囲気づくりに努めます。 

相談支援 困りごとや心配ごとのある人が気軽に相談できる環境づ

くりをさらに整備して相談者の心の支援をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員 

生活支援コーディネーター 

社会福祉協議会 

ボランティア・NPO 

自治会 

学校 

社会福祉法人 

相談支援包括化推進会議 

医療機関 

子ども・子育て 

高齢者・介護 

障がい（児）者 

生活困窮者・子どもの貧困 

ひきこもり・孤立化 

ダブルケア・８０５０問題 

その他、複合的な問題・ 

制度の狭間の問題等 

子育て支援センター、学校・園 

地域包括支援センター、ケア会議 

相談支援事業所 

こまつしま生活自立支援センター 

多様な相談体制の構築・見守り体制の強化による地域共生社会の実現 

地域ネットワークの強化 
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 ２）市の関係課・相談機関の相互連携による支援 

 

◎取組の方向性 

身近な地域で、住民が直面している複雑かつ複合的な課題に対して、地域

生活課題を「丸ごと」受け止める場が必要となります。また、地域住民が抱

える複雑で多様な課題は、高齢、障がい、児童等の各分野の相談体制では対

応が難しく、制度の充実だけでは十分ではありません。 

 そのため、課題を抱えている市民を適切な相談機関につなぐことができる

よう、「たらい回し」にすることなく、相談のあった窓口から必要に応じて適

切な相談機関にスムーズに連絡・調整ができる体制の構築が必要です。現状

の相談機関では解決が難しい事例については、まずは、把握した課題を受け

止めることが必要です。そのうえで、解決に導くために市の関係課や相談機

関・専門機関などの会議体を設置し、必要に応じた制度改正や事業を推進し

ていきます。 

   また、権利擁護が必要な場合には、適切に支援ができるよう司法関係者を

はじめとした関係団体と議論する場を設け、成年後見制度等の利用促進に向

けて協議します。 

 

■市民（地域）の取組 

〇挨拶や声かけなど、普段から積極的に地域でのコミュニケーションを図

ります。 

〇困っているときは悩みを一人で抱えず、問題が重症化する前に積極的に

関係機関の相談窓口を利用します。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

○地域での課題を共有するため、情報を関係者・関係機関へ伝えます。 
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  ■市の取組 

取組名 概要 

相談機関の連

携 

障がいのある人や子ども、高齢者や生活困窮者等に対す
る相談専門機関が連携して、複雑化・複合化する総合相談
について解決に向けた話し合いのできる体制を構築しま
す。 
誰もが気軽に相談できる包括的な相談窓口の整備を行

います。 

民生委員・児童

委員の活動支

援 

地域の実態把握、地域での見守り等、民生委員・児童委
員が活動しやすい環境整備を行えるよう活動費の助成、研
修等の支援を行います。 

生活支援コー

ディネーター

及び相談支援

包括化推進員

の配置【再掲】 

課題を抱えている市民を発見し、適切な相談機関につな

ぐことができるよう社会福祉協議会に生活支援コーディ
ネーター及び相談支援包括化推進員を配置します。 

切れ目のない

在宅医療と介

護の提供体制

の構築 

医師会に委託し、ＩＣＴを活用して訪問ヘルパーなどが
患者の情報を医療職側に伝え、その内容を共有し、状況に
応じて医師や看護師が対応するといった在宅医療体制の
構築を支援します。 

相談支援 

（子ども・子育

て支援） 

 

子育てサービスに関する情報提供や相談等に応じる利
用者支援事業を実施します。 

家庭相談員を設置し、それぞれの家庭に関する相談ごと
について、必要に応じ関係機関等と連携し対応します。 
母子父子自立支援員を設置し、ひとり親家庭等の生活が

健康で文化的なものになるよう相談、助言、指導等を行い
ます。 
子育て支援センターで、子育ての情報提供、親子の交流

や育児相談等を行う子育て支援拠点事業を実施します。 
妊娠期から子育て期までの健康の保持及び増進に関す

る包括的な支援を行う「母子健康包括支援センター」を設
置します。 

相談支援 

（障がい者支

援） 

相談支援事業所の相談支援・情報提供にかかる合理的配
慮を徹底し、利用しやすい体制を推進します。 
地域における相談支援の中核的な役割として「基幹相談

支援センター」の共同設置を検討します。 

相談支援 

（高齢者支援） 

 

地域包括支援センターでの総合相談支援により、高齢者
からのあらゆる相談を受け付けます。 
身近な地域で相談支援が受けられるよう、相談支援包括

化推進員を社会福祉協議会に配置します。 
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■社会福祉協議会の取組 

 

 

 

  

取組名 概要 

相談機関との

情報共有 

地域包括支援センターなど相談機関への情報共有を図

り、必要なサービスを早期に受けることができる仕組み

を構築します。 

社会福祉協議

会の相談体制

の充実 

各種相談事業の運営体制の効率化を図り、個別課題へ

の切れ目ない対応を進めるとともに、多機関との連携を

図り課題解決の実績を重ねながら、専門性の向上を図り

ます。 

相談支援 

【再掲】 

困りごとや心配ごとのある人が気軽に相談できる環境

づくりをさらに整備して相談者の心の支援をします。 

資質の向上 複雑化する相談に備え、相談員の資質の向上を図りま

す。 

生活支援コー

ディネーター

及び相談支援

包括化推進員

の配置 

生活支援コーディネーター及び相談支援包括化推進員

を配置し、市と連携しながら地域の課題に対応できるよ

う資質を向上します。 

民生委員・児童

委員の活動支

援 

民生委員・児童委員が活動しやすいよう業務に必要と

なる情報提供を行い、民生委員・児童委員の支援を必要と

する人の調査連絡活動を依頼するとともに、質の向上を

図る研修を行います。 

【事例紹介】一人暮らしの高齢者を消費者被害から守った事例 

 

〇本人（Ａさん）には消費者被害にあっているという認識がなく、年金支給日には詐

欺団体の口座に振り込みを続けていた。その被害に気付いた銀行が、警察へ連絡し、

地域包括支援センターに連絡があった。 

〇それと同時期に地域の世話役の方々からも、頻繁に借金するなど近所でトラブルに

なっているＡさんについて地域包括支援センターに相談があった。 

〇多方面から相談のあった地域包括支援センターが地域ケア会議を開催した。メン

バーとして、専門職のほかに、家族、地域の世話役の方々、消費生活センター、市職

員、警察、社協職員が参加し、今回の状況把握と課題についての共通認識、解決方

法について話し合った。特に消費者被害の認識がＡさんにないことが課題となり、

本人が違和感なく医療機関の受診ができるよう地域の方々の協力をいただいた。 

〇地域の方の協力のおかげで初期の認知症との診断結果をＡさんが受け入れ、家族の

助言も聞き入れるようになり、消費者被害の拡大防止や認知症予防にもつながっ

た。 
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３）生きることの支援 

 

◎取組の方向性 

   単身の高齢者や地域から孤立して子育てをしている人、ひきこもりの人の

中には、社会とのつながりを失い、社会的孤立に陥っている人もいます。こ

のような場合には、支援が必要な人を発見したとしても、本人が助けを借り

たくないなどの理由により、支援が十分になされていない場合もあります。

社会的孤立に陥っている人が、制度の狭間に落ちることのないよう、一人ひ

とりに寄り添いながらそれぞれの課題に応じて適切なサービスにつなげる

ことができるよう地域で支える仕組みづくりを推進し、社会福祉分野だけで

なく、他分野との連携についても強化していかなければなりません。 

 また、市における自殺対策を推進するために自殺対策計画を策定し、市民

への啓発と周知、相談支援体制の充実（生きることの包括的支援）、地域にお

けるネットワークの充実等、地域で自殺対策を推進するうえで欠かすことの

できない基盤的な取組として支援を行っていく必要があります。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地域で課題を抱えている人に気づいたら、地域の専門職等につなぎます。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

〇利用可能な福祉サービスについて、利用者への周知を図るため、情報提

供に努めます。 

 

 

 

  



53 

   ■市の取組 

取組名 概要 

生活支援コー

ディネーター

及び相談支援

包括化推進員

の配置 

地域でひきこもりなど社会的孤立に陥っている人を

発見し、適切な支援につなげていけるように社会福祉協

議会に生活支援コーディネーター及び相談支援包括化

推進員を配置します。 

自殺対策の推

進 

国の自殺総合対策大綱、県の自殺対策基本計画等を踏

まえ、市で策定している自殺対策計画を基に関係各課で

連携しながら、生きることの包括的支援を行います。 

 

   ■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

生活支援コー

ディネーター

及び相談支援

包括化推進員

の配置【再掲】 

生活支援コーディネーター及び相談支援包括化推進

員を配置し、市と連携しながら地域の課題に対応できる

よう資質を向上します。 

民生委員・児童

委員の活動支

援【再掲】 

民生委員・児童委員が活動しやすいよう業務に必要と

なる情報提供を行い、民生委員・児童委員の支援を必要

とする人の調査連絡活動を依頼するとともに、質の向上

を図る研修を行います。 
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４）再犯防止に向けた取組の推進（小松島市再犯防止推進計画） 

 

◎取組の方向性 

   再犯防止推進計画は、「再犯の防止等の推進に関する法律」（以下「再犯防

止推進法」という。）に基づき、国民が犯罪による被害を受けることを防止し、

安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、平成 30年度から令和４年

度までの５年間で政府が取り組む再犯防止に関する施策を盛り込んだ初め

ての計画です。徳島県においても令和２年度から令和６年度までを計画期間

とする「徳島県再犯防止推進計画」を策定し、再犯防止推進法や国の再犯防

止推進計画を踏まえて、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を支援することで、

県民の誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。 

本市でも安全で安心して暮らせる社会を実現するため、再犯防止推進法第

８条第１項に基づき、この項目を「小松島市再犯防止推進計画」として位置

付け、再犯防止施策の推進に取り組みます。 

 

■市民（地域）の取組 

〇多様化する犯罪を地域で防ぐため、防犯活動に積極的に参加します。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

〇地域の一員として、日常的に声かけや見守りを通して、防犯意識の向上

に努めます。 
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■市の取組 

取組名 概要 

防犯活動の推

進 

イベントなどが開催される際には、巡回による防犯パト

ロールを実施し、警察署や地区の防犯推進会、消防団等と

の連携に努めます。 

更生保護ボラ

ンティアの活

動支援 

地域における更生保護の活動拠点である小松島地区更

生保護サポートセンター日峰の運営支援を通じ、保護司や

保護司会、更生保護女性会などの更生保護関係の支援者・

団体が行う活動等を支援します。 

関係機関・団

体等との連携

強化 

犯罪をした者等が地域において必要な支援を受けられ

るよう、刑事司法関係機関（徳島保護観察所、徳島法務少

年支援センター、コレワーク四国等）や保健医療・福祉関

係機関、各種団体等との連携強化を図っていきます。 

再犯防止等に

関する広報・

啓発活動の推

進 

犯罪や非行の防止と、犯罪をした者等の立ち直りを支え

る取組である「社会を明るくする運動」や、「再犯防止啓

発月間（７月）」等の広報・啓発活動を通じて再犯防止に

関する地域の理解を促進します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

理解促進 犯罪や非行のない明るい地域社会を築くため、罪や非行

の防止と、刑期を終えた人たちの更生に対する地域の理解

促進に取り組みます。 

 

  関係機関・団体 

名称 所在地 電話番号 

コレワーク四国 

(高松矯正管区矯正就労支援

情報センター) 

香川県高松市丸の内 1-1 

高松法務合同庁舎地下 

1階 

0120-29-5089 

徳島法務少年支援センター 徳島市助任本町 5-40 088-652-4115 

徳島保護観察所 徳島市徳島町城内 6-6 

徳島地方合同庁舎 5階 

088-622-4359 

小松島地区更生保護サポート

センター日峰 

小松島市南小松島町 1-16 

教育分庁舎 2階 

0885-33-1755 
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（２）安心して暮らせるための環境づくり 

 

      
 

 
 

 １）健康づくり・福祉サービスの提供 

 

◎取組の方向性 

 市民一人ひとりが住み慣れた地域で、健康で充実した生活を送るために、

健康増進の取組が重要です。また、誰もが適切な福祉サービスを受けられる

ことは、安心して自分らしい生活ができることにつながります。本市では、

それぞれの健康分野、福祉分野の単体の計画により健康づくり、福祉サービ

スの事業展開がなされ、地域で安心して暮らすための福祉サービスの充実を

図っています。市民一人ひとりの生活や困りごとに応じて、福祉ニーズを把

握し、適切なサービスを提供します。 

   

■市民（地域）の取組 

〇住み慣れた地域で安心して暮らすことのできるよう適切にサービスを利

用します。 

〇住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう健康づくりに取り組みま

す。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

〇従業員へ健康づくりに対する理解の促進に努め、職場での健康づくりに

努めます。 

○従業員への定期健康診断の実施や、医療機関を早期に受診できるような

職場環境づくりに努めます。 
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■市の取組 

取組名 概要 

適切なサービ

スの提供 

健康づくり、介護予防、医療などが適切な量・適切なタ

イミングで活用されるよう、市民一人ひとりの生活や健康

状態などから保健・医療・福祉等ニーズを把握し、適切な

サービスを提供します。 

健康づくり 

 

「健康こまつ

しま 21」策定 

 

本市では、すべての世代の市民が人生 100年時代を見

据え、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」、「市

民が自ら健康づくりに取り組む」ことを基本的な方向と位

置付けた健康増進計画「健康こまつしま２１第２次計画」

を策定しています。本計画に基づき、市民が生活習慣への

関心と理解を深め、自らの健康状態を自覚し健康増進に努

めるための支援を展開します。 

生活習慣病予

防 

健康講座の実施や健康相談を実施します。 

医療費助成 重度心身障がい者、子どもはぐくみ医療、ひとり親家庭

等を対象とした各種医療助成制度により、保険診療にかか

る医療費の一部を助成します。 

子ども・子育

て支援 

 

「小松島市子

ども・子育て

支援事業計

画」策定 

急速に進む少子化、核家族の進行や地域のつながりの希薄

化による子育て不安を抱える保護者の増加など、子育てをめ

ぐる地域や家庭の状況は変化し続けています。子どもと家庭

を取り巻く環境が大きく変わっている現在、地域を挙げて社

会全体で子ども・子育て支援を行い新たな支え合いの仕組み

の構築をめざし、「第２期小松島市子ども・子育て支援事業

計画」を策定し、子育て施策を展開します。 

障がい者支援 

 

「小松島市障

がい者プラ

ン・障がい福

祉計画」策定 

障がいのある人の望む地域生活を支援し、障がい児支援

の多様なニーズに対応するためのサービスの創設、サービ

スの質の確保など環境整備が望まれています。障がいが

あっても自分らしい日常生活や社会生活を営むことがで

きるように、障がい者総合支援法の理念に基づいた計画を

策定し、地域共生社会の実現に向けた取組等の施策を展開

します。 

高齢者支援 

 

「小松島市高

齢者福祉計

画・介護保険

事業計画」策

定 

人口減少や単身世帯高齢者の増加などにより、高齢者の

地域での孤立、認知症高齢者の増加が課題となっていま

す。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう包

括的な支援などを盛り込んだ計画を策定します。 
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取組名 概要 

地域での暮ら

しを支える生

活支援 

（障がい者支援） 

南部Ⅰ障がい者自立支援協議会等を活用し、障がいのあ

る人及び医療的ケア児等に関する課題の把握と解決に向

けた取組を推進します。 

（高齢者支援） 

生活支援コーディネーターが中心となり、地域の課題解

決に取り組みます。 

こんにちは赤

ちゃん事業 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し様々な悩み

の相談や子育て支援を行います。 

母子保健法に

基づく支援 

保健指導、訪問指導、健康診査を実施し、妊産婦、乳児、

幼児の健康の保持及び増進に取り組みます。 

妊娠出産包括

支援事業 

産前産後ママサポート事業や産後ケア事業を実施し、妊

産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等への相

談支援や、心身のケアを行い、健やかに安心して子育てが

できる支援に取り組みます。 

生活支援体制

にかかるコー

ディネーター

と協議体 

小学校区ごとに第２層の協議体の設置を検討し、多様な

関係機関の情報共有及び連携・協働による取組を推進しま

す。 

老人クラブの

活動支援 

老人クラブの行う介護予防研修への参加等、健康づくり

や介護予防の取組を支援します。 
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■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

社会福祉協議

会の運営体制

の強化 

理事会、評議員会等を開催し、事業及び経営の評価判断

による基盤強化を図るとともに、法人情報について社会福

祉協議会のホームページで公表します。 

社会福祉協議

会の財源確保 

地域福祉に向けた必要なサービスの開拓などにより、新

たに財源を確保します。 

社会福祉協議

会の相談体制 

民生委員・児童委員や学識経験者からなる心配ごと相談

や、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者のうち判

断能力が不十分な人に対して福祉サービスの利用に関す

る援助を行う日常生活自立支援事業については、必要な人

が利用できるようホームページで周知を図っていきます。 

地域包括支援

センターの取

組 

介護予防・日常生活支援総合事業や認知症施策の推進に

力点を置き、認知症になっても住み慣れた地域で生活でき

るよう取り組んでいきます。 

地域ケア会議

の開催 

市と協力しながら、開催計画を作成し、地域課題の洗い

出しや解決に向けた取組を行います。 

生活支援体制

の推進 

各小学校区での協議体を設置し、地域の課題を洗い出

し、解決に向けて関係機関につなげていきます。 

ボランティア

センターの充

実 

地域福祉・在宅福祉の推進には物心両面にわたる活力が

不可欠であるため、連携のためにボランティア活動を行っ

ている団体の協議会の設置を検討します。 

移動支援 公共交通機関空白地域を含めた市内全域において、地域

住民の助け合いによりきめ細かな交通手段を検討します。 
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【事例紹介】生活支援コーディネーターの取組 

 

〇生活支援コーディネーターは市域で活動する第１層コーディネーターと、小学校

区ごとに第２層のコーディネーターがいます。そのコーディネーターが中心とな

り、地域の課題を洗い出したり、地域資源を見つけだしたりしていますが、その

中で、地域に空き家が多いこと、耕作放棄地が多いことなどが話題に上りました。 

〇そこで、コーディネーターのひとりの所有する家屋と、耕作放棄地を借り受け、

地域の居場所づくりと耕作して農作物をつくるという農福連携ができるのでは

ないかと取組を始めました。まだまだ取組を始めたばかりで、やりたいことがま

とまっていませんが、草刈り、水やりのほか、月に１回は集まってどのように今

後活動していくか話し合いを続けています。「いずれは、ここをモデル地区とし

て、それぞれの地域にこの活動が広まってほしい。」とコーディネーターは話し

ています。 
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２）生活支援等に係る情報の提供体制 

 

◎取組の方向性 

   地域で安心して暮らすための福祉サービスは、本市では高齢者・障がい者・

児童、生活困窮の分野等でそれぞれ充実を図っています。しかし、そのサー

ビスの情報が必要な人に伝わらなければ意味がありません。生活支援に係る

情報や福祉サービスに関する情報を、必要な人に伝わるよう情報提供に努め

ます。 

 

■市民アンケート調査より 

 

問  あなたは、福祉サービスに関する情報をどこから入手していますか。 

（〇はいくつでも） 

 

福祉サービスの情報の入手先としては、上位から「市役所・地域包括支援セン

ターの広報・窓口・ホームページ」49.1％、「新聞、雑誌」39.8％、「テレビ、ラ

ジオ」38.7％となっており、窓口での情報交換や毎日目にするマスメディアから

情報が入手されています。 

年齢別にみると、「市役所・地域包括支援センターの広報・窓口・ホームペー

ジ」は、65 歳～74 歳 55.2％、18 歳～39 歳 35.9％と 19.3 ポイント差があ

り、「新聞、雑誌」は、65歳～74歳 53.7％、18歳～39歳 25.6％と 28.1ポ

イント差があり、若い世代は低い利用になっています。 

「インターネット」は、18歳～39歳 35.9％、65歳～74歳 13.0％と 22.9

ポイント差があり、高齢者は低い利用となっています。 
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■市民（地域）の取組 

〇市の広報やホームページ、地域での回覧板等に日頃から目を通すなど、

自分や周りの人に必要な情報の取得に努めます。 

〇地域の各種団体は、地域の活動拠点への掲示や地域へのチラシ配布等、

市民に必要な情報をわかりやすい形で伝えることに努めます。 

〇事業所は、利用可能な福祉サービスについて、利用者への周知に努めま

す。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

〇利用可能な福祉サービスについて、利用者への周知を図るため、情報提

供に努めます。 

○日頃より各種相談窓口等の情報把握に努めるとともに、サービス利用者

や相談者に対する周知に努めます。 

 

■市の取組   

取組名 概要 

情報提供 市の広報やホームページ、また主催するイベント等様々

な手段、機会を通じ生活支援、福祉サービスの情報につい

て、市民が理解しやすい情報提供に努めます。 

相談窓口の周

知 

地域で困ったときの地域包括支援センター等の相談窓

口について、様々な広報を通じて市民の理解促進に努めま

す。 

ウェブアクセ

シビリティ 

高齢者や障がいのある人でも、年齢的・身体的条件にか

かわらず、ウェブで提供されている情報にアクセスし利用

できるように配慮します。 

 

■社会福祉協議会の取組   

取組名 概要 

情報提供の充

実 

社協だよりの活用、ホームページの充実等により、生活

支援にかかる相談先や支援制度等についての情報提供を

わかりやすく進めていきます。 

社会福祉協議

会の取組の周

知 

社会福祉協議会がどんな組織でどのような役割を果た

しているのかなどの情報発信に努め、市民の理解促進を図

ります。 
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３）制度の狭間による困窮者等への支援 

 

◎取組の方向性 

 地域で安心して暮らしていくためには、これまでに記載したとおり、生活

支援や福祉サービスの充実と、必要な人に情報が届くことが必要です。一方、

高齢者、障がいのある人などの社会福祉制度は充実してきていますが、ごみ

屋敷・ひきこもりなど、複雑な生活問題が増加しており、既存の制度では対

応できない狭間の福祉ニーズに対する相談が増えてきています。これらのこ

とから、地域住民による支え合いと、公的支援が連動した包括的な支援体制

の構築をめざすため、行政は解決に向けた支援を行えるよう分野横断的な連

携を図る必要があります。 

 また、高齢者、障がいのある人、犯罪をした者等の中で住宅の確保に配慮

が必要な人（住宅確保要配慮者）が今後も増加することが考えられますが、

公営住宅については、大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民

間の空き家・空き室は増加していることから、それらの活用として住宅セー

フティネット制度の活用が挙げられています。 

 

■市民（地域）の取組 

〇「他人事」を「我が事」と考えて、地域福祉活動に参加します。 

〇困った人がいたら、地域で助け合います。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

○生活困窮者に対して生活相談を受ける体制を取り、本人の同意を得たう

えで、行政・関係機関へ情報を提供します。 

○行政・関係機関・地域と連携しながら生活困窮者への支援を行います。 
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■市の取組 

取組名 概要 

縦割りの排除 それぞれの部署、それぞれの相談機関が連携し、地域で

解決できない課題については、一緒に考えていく仕組みを

作ります。 

身近な窓口の

設置 

地域で身近に相談できる窓口を開設するなど、地域住民

と協働して課題解決に対応できる仕組みを構築していき

ます。 

住宅確保要配

慮者への支援 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅とし

て、新たに住宅セーフティネット制度を活用する為、県の

住宅支援協議会および福祉部門等との連携・運用を準備し

ていきます。 

消費生活セン

ター 

消費生活に関する諸問題の相談を受け付け、消費者被害

の未然防止、被害軽減を図ります。 

子育て世帯の

負担軽減 

子育て世帯等への経済的負担軽減を図るため、児童手

当・児童扶養手当等支給事業や、保育所等に通っている 3

歳児以上等の児童に対し、就学前教育・保育無償化事業、

副食費無償化事業を実施します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

多機関との協

働 

既存の制度では対応できない狭間の福祉ニーズに対す

る相談を受け止め、関係機関につなぎます。 

地域ケア会議

の充実 

地域ケア会議の中で地域課題について、専門職だけでな

く地域住民や多機関と協働して解決に向けた取組を行い

ます。 
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 ４）重層的なセーフティネット機能の構築 

 

◎取組の方向性 

 生活保護に至らない人、就労していない子と高齢の親世帯など制度の狭間

に陥るケースがあります。このような狭間に陥る人を放置する社会は、誰に

とっても安心して暮らせる場所とはなりえません。一人の人の社会的孤立や

社会的排除の課題をその人個人の責任にするのではなく、地域社会全体の課

題として捉えなおすことができることが、社会の安心につながることになり

ます。 

 このことから、最後のセーフティネットである生活保護制度及び生活保護

に至る前の段階での自立を支援する生活困窮者自立支援制度により、生活に

困窮する者に対して重層的な第２のセーフティネットを構成し、自立に向け

た支援を強化します。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地域の様々な課題を自分のこととして捉え、解決の糸口を探します。 

〇自らの住む地域をより良いものとするため、地域づくりに積極的に参画

します。 

〇行政と協働・連携し、地域課題を解決します。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

○行政・関係機関・地域と連携しながら生活困窮者への支援を行います。 
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■市の取組 

取組名 概要 

問題を抱える

世帯の早期発

見 

関係機関や地域が保有する情報を集約し、地域の見守り

活動を促進させるため、関係機関とのネットワークの強化

及び見守り活動の強化に努め、問題を抱える世帯の早期発

見を支援します。 

また、発見した場合や相談を受けた時点で、関係者と支

援会議を開催します。 

自立に向けた

支援 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活や経済的困窮、就

労、健康など様々な問題点や課題を整理し、自立に向けた

支援を行います。 

困窮者への支

援 

離職等により経済的に困窮し、住居を失った人を対象に

給付金を支給し、安定した住居を確保し、且つ就労の自立

を図ります。 

関係機関との

連携 

生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業

を中核に、関係機関と連携しつつ、相談内容に応じたきめ

細かい支援を実施します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

問題を抱える

世帯の早期発

見 

地域の中に課題を抱えている人を埋もれさせないよう、

見守り活動のネットワークを強化し、問題を抱える世帯の

早期発見を図り、相談支援につなげます。 

心配ごと相談 生活上の様々な悩みや心配ごとを民生委員や学識経験

者が相談を受けます。 

生活福祉資金

貸付制度 

低所得者世帯や障がいのある人、高齢世帯などに資金の

貸し付けを行い、経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進

を図ります。 
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5）子どもの貧困対策の推進 

 

◎取組の方向性 

   2019年国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、平成 30年では、18

歳未満の子どものおよそ７人に１人が「相対的な貧困」※の状態となってい

ます。特に、子どもがいる世帯のうち大人が１人の世帯では 48.1％の世帯、

実に２世帯に１世帯近くが相対的な貧困となっています。 

生まれ育った環境の事情等により、子どもの現在および将来が左右される

ことも現実には生じています。次代を担う子どもたちが、自分の可能性を信

じて今を生き、前向きに挑戦しながら、未来を切り開いていけるような環境

づくりが何よりも重要です。 

   そのためには、子どもや家庭が抱える課題は様々ですが、子どもの将来が、

生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を

超えて連鎖することのないよう、子どもを権利の主体とし、子どもの最善の

利益を尊重することで、必要な環境の整備を社会全体で継続的に取り組み、

子どもの貧困の解消に向けて、効果的な施策の実現に取り組みます。 

 

※相対的な貧困：およそ、平均的な所得の世帯の半分の所得レベルで生活を

しなければならない状態のこと。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地域で困っている人がいたら、声をかけ、できることは手伝います。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

○市の助成制度等の情報提供を行い、利用可能な福祉サービスにつないで

いきます。 
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■市の取組   

取組名 概要 

相談支援 家庭相談員及び母子父子自立支援員が、生活に関する様々

な相談を受け付け相談者に寄り添った支援を行います。 

就労支援 ひとり親に対しては、「母子家庭等自立支援教育訓練給

付金」や「母子家庭等高等職業訓練促進給付金」等を支給

することにより、ひとり親家庭の自立を支援します。 

教育支援 教育を受ける機会を確保するため、小中学校の義務教育

の期間、学用品の援助を行います。また、ひとり親家庭へ

の支援として、家庭学習の支援を行うボランティアの派遣

を行います。 

経済的支援 ひとり親家庭には、制度の範囲内で医療費の一部を助成

したり、児童扶養手当の支給を行います。また、保育所等

保育料及び放課後児童クラブの利用料の軽減などの経済

的援助を行います。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

心配ごと相談 安心して心豊かに地域で生活できるよう相談者に寄り

添います。 
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６）虐待等の防止と権利擁護の推進 

  【第４章で成年後見制度利用促進基本計画を掲載】 

 

◎取組の方向性 

   高齢者や障がいのある人等が、家族や福祉施設の職員から身体的虐待など

を受ける事例があります。虐待を防ぐには、早期発見、早期支援が必要とな

ります。地域と行政が専門機関と連携し、迅速に対応することが重要です。 

   また、認知症や障がい等によって判断能力が十分でない人が、地域で安心

して暮らすためには、権利擁護の取組を推進していくことが必要です。地域

の助け合い・支え合いや見守り活動の中で、権利擁護支援の必要な人を早期

発見できる仕組みを作り、相談支援が行える体制づくりを推進します。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地域の見守りにより虐待かもと気づいたら、専門機関につなげます。 

〇自分一人でできないことは、近所の人に手助けをお願いします。 

〇近所で手助けが必要な人がいれば、できる範囲で支援します。 

〇挨拶や声かけなど、普段から積極的に地域でのコミュニケーションを図

ります。 

〇日頃の活動の中で発見した高齢者などの異変については、必要に応じて

市に情報を提供します。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

○高齢者や障がいのある人の権利擁護・虐待の防止に努め、権利擁護が必

要な人を適切な支援につなげるよう、行政・関係機関と連携します。 

〇成年後見制度に関する研修やセミナーに参加し、職員の資質の向上に努

めます。 

 

  《異変に気づいたら》 

小松島警察署 １１０番  0885-32-0110 

子ども １８９番 

（児童虐待） 

児童福祉課  0885-32-2114 

高齢者  地域包括支援セン

ター 

0885-33-4040 

 介護福祉課 0885-32-3507 

障がい者  介護福祉課 0885-32-2279 
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  ■市の取組   

取組名 概要 

児童虐待防止 要保護児童対策地域協議会において関係機関と連携し、

児童虐待に即応可能な体制を整備します。また、虐待等の

未然防止、早期発見促進のため、広報活動を行います。 

成年後見利用

促進 

社会福祉協議会と連携し、法人後見制度等計画的な推進

に努めます。 

認知症高齢者

への支援 

認知症高齢者による徘徊を早期に発見し、安全の確保を

図るための対策として、地域で見守る手段としての見守り

シールの普及に努めます。 

高齢者・障が

いのある人の

権利擁護 

高齢者・障がいのある人の権利擁護・虐待の未然防止や

早期発見等の取組を推進します。 

成年後見制度

の市長申し立

ての実施 

申し立てを行う親族がいないなどの理由により成年後

見制度を利用することができない人を対象に、成年後見制

度の市長申し立てを行います。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

法人後見の実

施 

法人後見制度を実施できるよう取り組みます。 

権利擁護の支

援 

高齢者が尊厳ある生活を維持し、安心して生活ができる

よう専門的・継続的な視点から、高齢者の権利を擁護する

ため、地域包括支援センターによる成年後見制度の活用支

援を行います。 

認知症高齢者

への支援 

認知症を正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家

族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。さらに

ステップアップを図り、近隣チームによる認知症になって

も安心して暮らせる地域づくりに向けて、早期からの継続

支援の活動（チームオレンジ）を行います。 
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見守りシール 

 

認知症サポーター  チームオレンジ 

認知症を正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守ることか

らスタートした認知症サポーターキャラバン。温かく見守る理解者から一歩進ん

で、第 2ステップの段階へと向かいます。 

第２ステップは、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに向けて、認知

症の人とその家族、地域サポーター、多職種の職域サポーターなどの近隣による支

援を早期からチームを組んで継続的に活動します。 
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７）誰にも優しいまちづくりの推進 

 

◎取組の方向性 

   高齢者や障がいのある人など、誰にも優しいまちづくりを推進するために

は、市だけでなく、事業者や市民の理解と協力が必要です。建築物や交通機

関のバリアフリー化等の物理的な環境整備だけでなく、意識の啓発や情報の

提供など、様々な社会的障壁を取り除いていくことが必要となります。 

   住みやすい生活環境の整備のために、公共交通機関、公共施設のバリアフ

リー化を推進していくとともに、情報のバリアフリーとして、情報を得るこ

とが困難な人に対しても、それぞれの特性を踏まえた情報提供を展開します。 

   また、心のバリアフリー化を進め、すべての人の人権が尊重される社会を

実現するため、人権教育・啓発活動を推進し、行政機関の窓口では障がいの

ある人への理解を促進します。 

 

■市民（地域）の取組 

〇高齢者や障がいのある人などに対して、歩道の横断や階段の移動時など、

ちょっとした手助けを積極的に行います。 

〇人々の多様性について理解し、お互いを尊重し、正しい理解を深めます。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

○利用者一人ひとりを尊重したサービスの提供を心がけるとともに、施設

のバリアフリー化を進めます。 

○従業員にノーマライゼーション等に関する意識啓発を進め、従業員が地

域活動やボランティア活動に参加することへの理解を深めることに努め

ます。 
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■市の取組   

取組名 概要 

バリアフリー

のまちづくり

の推進 

小松島市都市計画マスタープランに位置付けられた都

市施設整備の方針に基づき、道路・公園など都市施設のバ

リアフリー・ユニバーサルデザイン化を進め、誰もが安全

で快適に暮らせる都市空間の形成を図ります。 

移動手段の整

備 

高齢者や障がいのある人を含むすべての人が、移動手段

として路線バスを使いやすくするよう、ノンステップバス

車両の導入を推進します。 

人権啓発等の

推進 

小松島市人権条例に基づき、すべての人の人権が尊重さ

れる社会をめざし、人権教育学級や人権問題講演会など各

種の人権教育・啓発研修を行うほか、必要な人権施策を推

進します。 

犯罪・風評被

害等を受けた

人への支援や

理解促進 

犯罪被害者が安全・安心に暮らせる地域社会の実現のた

めに、警察や当事者団体と連携し、被害者への理解を深め

ます。また、新型コロナウイルス罹患者などの様々な風評

被害については、正しい情報を提供するとともに、市民に

対して確かな情報に基づいた冷静な行動を呼びかけ、被害

防止に努めます。 

障がいのある

人への理解促

進 

障がいのある人に対する理解、障がいのある人への差別

の解消を図るため、学校での研修やキャンペーンなど普及

啓発活動を行います。 

情報のバリア

フリーの推進 

ウェブアクセシビリティに対応した市のホームページ

の運用、手話通訳者の設置及び要約筆記者等の派遣、広報

こまつしまの声の広報など、情報のバリアフリーを推進し

ます。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

障がいのある

人等の移送

サービス 

自力で移動することや公共交通機関を利用することが

困難な障がいのある人の社会参加や生活支援を目的に、リ

フト付き車両の運行をします。 

車いすの無料

貸し出し 

急な体調不良で車いすが必要となった人や、旅行などの外

出時に利用できるよう、車いすの無料貸し出しを行います。 

ボランティア

の登録 

ボランティアセンターでボランティアに関する相談や

養成講座を行います。 
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（３）災害に強い福祉のまちづくり 

 

  
 

 １）地域防災力の強化 

 

◎取組の方向性 

   アンケート調査では、災害時の備えについて、危険箇所の把握に次いで、

日頃からのあいさつや地域での避難訓練が重要であると認識されています。

今後 30年以内に 70％から 80％程度の確率で南海トラフ巨大地震が発生す

るといわれています。また、近年では大雨による災害も多く発生しており、

避難行動の重要性が増しています。 

   そのため、防災の基本は「自助」であるとの認識のもと、住民一人ひとり

の防災意識の高揚や防災知識の習得が図られるよう、定期的な防災訓練の実

施に努めます。災害時の支援活動については、地域が主体となった防災訓練

等を通じて、地域住民の防災意識の向上を図るとともに、発災時の初動対応

等について関係機関とも連携しながら、地域防災力の強化に努めていきます。 

 

■市民アンケート調査より 

 

問  あなたの住む地域における災害時の備えとして、どのようなことが重要だと

思いますか。（〇は２つまで） 

 

  
36.9

32.1

28.1

22.4

22.1

19.5

16.2

3.2

3.2

0% 20% 40%

危険箇所の把握

日頃からのあいさつ、

声かけや付き合い

地域での避難訓練

防災・減災に関する学習会

地域における援助体制の構築

（自主防災組織の充実など）

災害時に特に配慮を要する者に対する

情報伝達体制の構築

地域の災害時に

特に配慮を要する者の把握

ボランティアの育成

その他

n=791

１つ回答者 130人

２つ回答者 661人
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  ■市民（地域）の取組 

〇災害に備え、避難訓練への参加や家具の固定など、自分の命は自分で守

る意識を持ちます。 

〇日頃から家族で避難経路、避難場所の確認、連絡方法などを取り決めて

おきます。 

〇災害時にはボランティアとして復旧支援に参加します。 

〇自主防災組織などの地域の協力体制の構築に積極的に関わります。 

〇災害時に避難行動要支援者の支援活動が円滑に行えるよう個別の避難支

援計画の策定に協力します。 

 

  ■福祉サービス提供事業者の取組 

○施設の安全確保を図るとともに、防災意識の普及・啓発に努めます。 

○施設の確保や備蓄品の保管等、利用者や従業員等が滞在可能な環境整備

に努めます。 

○日常的に要支援者に対する声かけや見守りを通して、防犯・防災意識の

向上に努めます。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

地域の防災知

識の向上や啓

発 

民生委員・児童委員や自主防災組織の構成員、要支援者

本人が参加する「防災出前講座」への講師派遣や周知啓発

することにより、防災知識の向上を図ります。 

防災訓練の実

施 

総合防災訓練や自主防災組織等において避難訓練を実

施し、住民の防災意識の向上を図ります。 

自主防災組織

の活動支援 

小松島市自主防災連合会を通じた自主防災組織の活動

支援を行います。 

要配慮者への

支援 

地域における要配慮者の支援体制の確立に向けて、関係

各課、医師会等との協力体制の構築に努めます。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

ボランティア

センターの体

制の構築 

早期の復興・復旧に向け、災害ボランティアセンターの

設置運営体制を整備します。 

災 害 ボ ラ ン

ティアの養成 

災害時の連携体制を構築し、実際に活動できる災害ボラ

ンティアの養成を進めます。 
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２）支援を必要とする方への情報整備 

  

◎取組の方向性 

   大規模な災害発生時には、その直後から災害通報などの様々な情報を早期

に集約し、災害対応につなげることが必要です。災害時の避難活動について

は、消防本部、消防団等の防災関係機関連携の下、迅速な避難誘導を実施す

ることになっています。 

   障がいのある人や高齢者などが災害時に情報を入手し、適切に避難できる

ためには情報伝達、避難誘導、安否確認の仕組みが必要です。災害情報の提

供や避難等の手助けが円滑に行われる体制を構築するためには、地域に住む

障がいのある人や高齢者等、避難行動に支援を要する人の名簿を作成し、自

主防災組織や消防団等の地域コミュニティと連携しながら、避難行動要支援

者情報の把握と共有に努めていきます。 

 

■市民（地域）の取組 

〇災害時に避難行動要支援者の支援活動が円滑に行えるよう個別の避難支

援計画の策定に協力します。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○日頃からの見守り活動を通して、住民や地域との交流を深め、災害時の

要支援者への必要な支援が行えるような関係づくりに努めます。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

避難支援関係

者との情報共

有 

避難行動要支援者名簿の整備にかかる取組、民生委員・

児童委員や自主防災組織の地域の避難支援関係者との情

報共有を促進します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

避難訓練の実

施 

地域や支援関係機関、行政と連携し避難行動要支援者の

円滑な避難誘導に向けた訓練を実施します。 

災害時要配慮

者への避難支

援体制の構築 

要配慮者に関する情報の把握や防災情報の伝達手段・伝

達体制の整備を、地域の関係機関と連携して行い、避難支

援体制を確立します。 
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３）災害時要配慮者への支援と福祉避難所の指定 

 

◎取組の方向性 

   高齢者や障がいのある人等の避難行動要支援者は、災害が発生した場合に

は避難等が迅速に行いにくい立場にあります。また災害発生から復興するま

で、それまでに利用したサービスの利用が限定されてしまう恐れもあります。 

   こうしたことから、部屋の安全を確保することや、災害時の行動の確認を

するなど、「自助・共助」を念頭に置き、個々の状況に応じた事前の準備を十

分に行うことが重要です。 

   福祉避難所は、災害発生時に一般の避難所での生活に支障をきたす障がい

のある人等の災害時要配慮者を受け入れるため、特別の配慮がなされた避難

所のことです。小松島市には、令和２年 10 月現在、９か所の福祉避難所を

指定しています。 

今後も、福祉避難所の拡充を図るとともに、各指定避難所においても、高

齢者や障がいのある人等の避難行動要支援者の円滑な受入れができるように、

体制整備等を進めていきます。 

   

■市民（地域）の取組 

〇高齢者や障がいのある人等の避難行動要支援者が避難所において良好な

生活環境となるよう、できることの支援を行います。 

〇地域の高齢者や障がいのある人等には、普段から積極的に交流を図るこ

とを心がけ、いざというときには遠慮なく支援を申し出てもらうよう伝

えます。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○日頃から福祉避難所としての施設及び設備の保全に努め、利用者や地域

の高齢者や障がいのある人等の避難行動要支援者の円滑な受入れに配慮

します。 
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■市の取組 

取組名 概要 

福祉避難所運

営マニュアル

の整備 

民間施設を含め福祉避難所の指定を推進するととも

に、施設管理者と連携を図りながら「福祉避難所運営マ

ニュアル」の整備を進めます。 

避難所の資機

材等の整備 

高齢者や障がいのある人等の避難行動要支援者が、一

般的な避難所においても良好な生活環境の確保が行える

ように、ダンボールベッドやパーティションなど必要な

資機材を整備していきます。 

避難所運営訓

練の実施 

避難所運営マニュアルなどをもとに避難所開設訓練を

実施し、マニュアルの修正などを行い、より確実な避難所

開設、運営が行える体制構築に努めます。 

避難所運営

リーダーの育

成 

避難所における避難所運営リーダーの育成に努めま

す。 

避難行動要支

援者の個別計

画策定 

避難行動要支援者に登録された一人ひとりの支援につ

いて具体的な避難方法等をあらかじめ定めておく個別計

画の策定を進めます。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

福祉避難所

の充実 

高齢者や障がいのある人等の避難行動要支援者が、よ

り良い環境で避難生活をおくることが可能となるよう福

祉避難所の環境整備に努め、避難所との円滑な連携、情報

共有を図り、避難支援が行える体制づくりに努めます。 

避難所運営

リーダーの

育成 

避難所における避難所運営リーダーの育成に努めま

す。 

避難所運営

訓練の実施 

避難所の開設や運営が円滑に行えるよう、避難所運営

訓練を実施します。 

  



79 

２ 「我が事」として考える社会（地域づくり） 
 

（４）共に支え合う地域づくり 
 

     
 

 １）地域が支え合う仕組みづくり 

 

◎取組の方向性 

   地域においては、高齢者のサロン活動や配食サービス、子育て支援では放

課後子ども教室など住民主体の福祉サービスが行われており、地域福祉の推

進に大きな役割を果たしています。一方で、民生委員・児童委員や地域の自

主活動を担う後継者がいないこと等の課題は今後の地域活動に大きく影響

してきます。今後更に進む高齢化の影響により、地域での支え合い、助け合

いの体制は、これから一層重要となってきます。 

   そのため、地域住民参加による住民同士の支え合い活動や民生委員・児童

委員の活動への支援、見守りネットワークや、地域での交流促進を図るため

地域住民の交流の場となるカフェやサロン等を増やし、住民同士が支え合う

仕組みが必要です。 

   また、医師会、介護サービス事業者、地域代表等で構成する「地域ケア推

進会議」を開催し、高齢者支援に関する施策、体制づくりにつなげます。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地域の集会等に積極的に参加し、地域で行っている情報をしっかり

キャッチします。 

〇住民主体の取組は、自分から積極的に参加し、参加者同士の交流を深め

ます。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○地域の集会等の運営に対する協力を通じて、従業員の地域活動への参加

意識を高めるように努めます。 

○従業員が地域活動やボランティア活動等に参加しやすくなるような職場

環境づくりや、積極的な参加を促すように働きかけるなど、地域貢献に

つながる取組に努めます。 
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■市の取組 

取組名 概要 

民生委員・児

童委員の活動

支援【再掲】 

地域の実態把握、地域での見守り等、民生委員・児童委

員が活動しやすい環境整備を行えるよう活動費の助成、研

修等の支援を行います。 

認知症等の見

守り体制の構

築 

認知症等による行方不明の際の早期発見のための見守

りシールを配布するとともに、認知症を正しく理解するた

めの認知症サポーター養成講座の開催、チームオレンジの

結成など、認知症の人も含め、地域の人たちが見守る体制

を作っていきます。 

地域ケア会議

の開催 

地域ケア推進会議により、地域の課題を把握したり、困

難事例の解決につなげます。 

住民主体の介

護予防事業の

充実 

介護予防の一環として、地域において仲間を作り、住民

に自らが主体的に介護予防を行う「いきいき百歳体操」の

取組を推進するとともに、フレイルを予防することの指導

者となるフレイルサポーターの養成を行います。 

放課後におけ

る地域との連

携 

放課後子ども教室や放課後児童クラブでのプログラム

の実施等において、クラブと地域住民、関係機関、保護者

等が一層連携を図るための仕組みづくりを推進します。 

高齢者教室の

開催 

専門講師を招き、夏期に４回、講座形式での高齢者教室

を開催します。 

生活支援体制

の推進 

地域の実情を踏まえてニーズの掘り起こしや、そのニー

ズに合ったサービスを地域資源として発掘し、新しい福祉

ネットワークの構築等を進める生活支援コーディネー

ターの活動を支援します。 

地域資源の把

握 

医師会に委託し、小松島市、勝浦町、上勝町の医療機関

や介護施設のマップを更新します。 

友愛訪問活動

への支援 

老人クラブの行う高齢者宅を訪問する友愛訪問活動を

支援します。 
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■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

高齢者サロン

活動の促進 

高齢者の自主的な取組となるサロン活動を支援し、高齢

者の生きがいづくりを進めます。 

認知症カフェ

の開催 

認知症の人及びその家族が気軽に参加し、相談もできる認

知症カフェを地域や事業所と連携し、実施します。 

民生委員・児

童委員の活動

支援【再掲】 

民生委員・児童委員が活動しやすいよう業務に必要となる

情報提供を行い、民生委員の支援を必要とする人の調査連絡

活動を依頼するとともに、質の向上を図る研修を行います。 

地区社協によ

る見守り支援 

地域での声かけや見守りのきっかけづくりとして、配食

サービスや敬老の集い等を行います。また、小学児童の登

下校を見守ります。 

ボランティア

活動の支援 

ボランティア活動に積極的に参加する住民の増加の一

端となるようボランティア連絡協議会等を開催します。 

認知症高齢者

への支援 

認知症を正しく理解し偏見を持たず、認知症の人や家族

を温かく見守る認知症サポーターを養成します。さらにス

テップアップを図り近隣チームによる認知症になっても

安心して暮らせる地域づくりに向けて早期からの継続支

援の活動（チームオレンジ）を行います。 
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 ２）地域福祉の場・交流の場づくり 

 

◎取組の方向性 

   地域共生社会の実現のためには、身近な場所で気軽に地域の人が集まるこ

とのできる居場所づくり、地域の住民や専門職の人が話したり、相談や交流

できる地域福祉の拠点づくりが重要となります。アンケート調査においても、

「身近な場所で相談できる窓口を増やす」ことが上位となっており、「交流の

場」についても必要との意見も多くありました。交流の場については、空き

家を有効活用し、地域住民が活動・交流拠点としている取組事例もあります。

地域の高齢者、障がいのある人、子どもが集まり、地域とのつながりを保ち

ながら安心して暮らし続けられるよう、地域で連携しながら、地域福祉の場・

交流の場づくりを進めます。 

   また、生活支援体制整備事業において、住民の多様な主体が参画し、生活

支援の多様なサービスを実施することにより、地域における支え合いの体制

づくりを推進し、要支援者に対する支援を実施します。 
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■市民アンケート調査より（再掲） 

 

問  今後、日常生活上困ったことがあっても、誰もが住み慣れた地域で安心して

生活していくために、行政はどのような施策を行っていくべきだと思います

か。（○はいくつでも） 

 

どのような施策を行うべきかに関して、全体では上位から「身近な場所で、相

談できる窓口を増やす」61.1％、「災害時に援助を必要とする人を地域で助け合

う体制の整備」50.4％、「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」46.8％と

なっています。 
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身近な場所で、相談できる窓口を増やす

災害時に援助を必要とする人を地域で助け

合う体制の整備

保健や福祉に関する情報提供を充実させる

多様な希望に応えられるような豊富な種類の

サービスを用意する

地域の住民同士が気軽に立ち寄れるような

自由な交流の場を用意する

地域における保健や福祉に関する活動の

中心となる人材を育てる

保健や福祉に関するサービスを提供する

事業者を増やす

地域住民同士や行政、またはＮＰＯやボラン

ティア団体等とのネットワークづくり

保健や福祉に関するボランティア活動を支援

する

地域活動を推進していくためのコーディ

ネーターを育成する

その他

特にない

n=795
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■市民（地域）の取組 

〇生活支援コーディネーターの活動に協力し、自分にできることは協力し

ます。 

〇地域での集まりに積極的に参加します。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○地域の集会等の運営に対する協力を通じて、地域との交流を進め、身近

な相談にのる等地域との支え合い体制をつくります。 

○従業員が地域活動やボランティア活動等に参加しやすくなるような職場

環境づくりや、積極的な参加を促すように働きかけるなど、地域貢献に

つながる取組に努めます。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

生活支援体制

の推進【再掲】 

地域の実情を踏まえてニーズの掘り起こしや、そのニー

ズに合ったサービスを地域資源として発掘し、新しい福祉

ネットワークの構築等を進める生活支援コーディネー

ターの活動を支援します。 

居場所づくり

支援 

いきいき百歳体操やサロン活動を行う自主的な取組に

対して支援を行います。 

また、地域力の向上として、地域での場づくりや課題解

決を試みる地域を支援します。 

空き家の活用 交流の場として使用可能な空き家については、活用も検

討していきます。 

老人クラブ活

動への支援 

運動会や地域社会との交流を行う老人クラブの活動を

支援します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

居場所づくり

支援 

赤い羽根共同募金を原資とし、身近なところで居場所づ

くりを進めるため、高齢者サロンやコミュニティ食堂等の

支援を行います。 

福祉のまちづ

くり活動への

支援 

地域での敬老会や、配食活動など、見守りや交流など、住

民同士のつながりを目的とした地域の活動を支援します。 
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 ３）社会福祉協議会との連携・協働 

 

◎取組の方向性 

   地域福祉を推進する様々な団体により構成された社会福祉協議会は、社会

福祉法において地域福祉を推進する中心的な団体として、明確に位置付けら

れています。 

  また、社会福祉協議会は、地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進

やボランティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有することを踏まえ、多

様な福祉ニーズに応えるため、地域の特性を踏まえ創意工夫を凝らした独自

の事業に取り組んでいます。また、地域の様々な社会資源とのネットワーク

を有し、多くの方々との協働を通じて地域の最前線で活動しています。 

  このため、本市では社会福祉協議会に介護予防事業を始め、多くの福祉事

業について委託、または補助を行い、地域福祉を推進しています。また、成

年後見制度利用促進については、社会福祉協議会と協働して中核機関を設置

し、その後の運営について協議していきます。 

 

■市民（地域）の取組 

〇赤い羽根共同募金も含め、社会福祉協議会の事業に協力します。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○赤い羽根共同募金も含め、社会福祉協議会の事業に協力し、連携強化を

図ります。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

地域福祉活動

への支援 

社会福祉協議会の行う福祉事業に対し支援します。 

地域共生社会

実現に向けて

の協働 

社会福祉協議会に福祉に関する専門職を配置するとと

もに、各関係機関と連携し、あらゆる相談に対応できる体

制をつくります。 

成年後見制度

利用促進に関

する取組 

社会福祉協議会と共に成年後見制度の適切な利用が促

進される体制を整備し、必要な人に成年後見制度の利用に

向けた適切な支援を行います。 
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■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

地域共生社会

実現に向けて

の協働 

各関係機関と連携し、あらゆる相談に対応できる体制を

つくります。 

成年後見制度

利用促進に関

する取組 

必要な人に成年後見制度の利用に向けた適切な支援が

できるよう中核機関を整備し、法人後見制度に早期に取り

組みます。 

日常生活自立

支援事業 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判

断能力が不十分な人に対して福祉サービスの利用に関す

る援助等を行うことで地域において自立した生活が送る

ことができるよう支援します。 

ボランティア

センターの充

実【再掲】 

地域福祉・在宅福祉の推進には物心両面にわたる活力が

不可欠であるため、連携のためにボランティア活動を行っ

ている団体の協議会の設置を検討します。 

心配ごと相談 

【再掲】 

生活上の様々な悩みや心配ごとを民生委員や学識経験

者が相談を受けます。 

生活福祉資金

貸付制度【再

掲】 

低所得者世帯や障がいのある人、高齢世帯などに資金の

貸し付けを行い、経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進

を図ります。 

地区社協の活

動 

地域の子どもの安全を守る活動、高齢者との交流事業と

しての敬老の集い、配食サービスなどを行い、地域福祉の

一端を担う地区社協の活動を支援します。 

福祉教育の推

進 

福祉意識の向上や障がいのある人への理解促進を図る

ための講演や体験指導を行います。 

広報活動 社会福祉協議会の活動について周知するため、ホーム

ページの活用や広報紙を定期的に発行します。 

福祉まつり 福祉まつりについては、開催の方針及び内容についても

再度見直します。 

地域包括支援

センターの取

組 

介護予防・日常生活支援総合事業や認知症施策の推進に

力点を置き、認知症になっても住み慣れた地域で生活でき

るよう取り組んでいきます。わかりやすく、利用しやすい

相談窓口にします。常に高齢者の実態を把握します。地域

包括支援センターのさらなるＰＲと市民の理解を高めま

す。 
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 ４）民生委員・児童委員活動の推進 

 

◎取組の方向性 

   民生委員・児童委員については、地域住民の身近な相談相手として、行政

のつなぎ役として住民に寄り添い、地域住民個々の福祉ニーズに応じた効果

的な助言やサービス利用につなげていくなど重要な役割を担うことが期待

されます。 

   民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりに努めます。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地区の民生委員を知り、活動に協力します。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○地区の民生委員を知り、相互に連携強化を図ります。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

民生委員活動

への支援 

活動に対して支援し、小松島市民生委員・児童委員連絡

協議会定例会へ参加し、情報を共有します。 

民生委員活動

の周知 

民生委員・児童委員を身近に感じられるように役割や活

動内容について、わかりやすく周知します。 

ネットワーク

の充実 

関係機関と連携し解決にあたるネットワークの充実に

取り組みます。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

民生委員への

研修 

民生委員・児童委員がより的確な相談・援助を行えるよ

う、必要な知識や援助技術を習得するための研修の充実を

図ります。 

民生委員活動

の周知 

民生委員・児童委員を身近に感じられるように役割や活

動内容について、わかりやすく周知します。 

ネットワーク

の充実 

関係機関と連携し解決にあたるネットワークの充実に

取り組みます。 
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５）多様な主体との連携 

 

◎取組の方向性 

   地域福祉の担い手として、個人やボランティア、生活支援コーディネー

ター、民生委員・児童委員、ＮＰＯ法人などだけではなく、地域のあらゆる

組織が地域福祉にかかわることが期待されています。中でも、社会福祉法人

は、公益性の高い法人として社会福祉の中心的な役割を担うことが期待され

ており、地域の実情に応じた福祉ニーズへの対応が求められています。また、

民間企業には、社会的な責任を果たす役割が求められ、ボランティア活動や

地域貢献などの取組が進められています。 

   これらのことから、社会福祉法人、民間企業、ＮＰＯ法人や社会福祉協議

会、市など多機関で連携することにより地域共生社会の実現に向けての取組

を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民（地域）の取組 

〇社会福祉法人、企業等と連携しながら、地域福祉活動に参加します。 

〇社会福祉法人、企業等の地域福祉活動に関心を持ち、理解を深めます。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○市民、地域、社会福祉協議会等と連携しながら、地域福祉活動に参加し

ます。 

大塚製薬株式会社との包括連携協定の締結 

 令和２年８月に、小松島市と大塚製薬株式会社が包括連携協定を締結して

います。市民の方々の健康寿命の延伸や熱中症予防の対策など様々な取組の

基礎となる協定となっています。 
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■市の取組 

取組名 概要 

社会福祉法人

との連携 

社会福祉法人が行う公益的な取組について、地域の実情

に応じた取組がなされるよう、連携強化を行います。公益

的な取組内容については、市のホームページ等でＰＲしま

す。 

健康づくり等

の企業との連

携 

健康づくり等の事業について、講演会や運営協力など、

企業と包括的に連携した取組を行います。 

生活支援体制

の推進【再掲】 

地域の実情を踏まえてニーズの掘り起こしや、そのニー

ズに合ったサービスを地域資源として発掘し、新しい福祉

ネットワークの構築等を進める生活支援コーディネー

ターの活動を支援します。 

地域の医療・

介護関係者と

の連携 

在宅医療などが提供できる環境について地域の医療・介

護関係者と議論し、最期まで住み慣れた地域で暮らすこと

ができる体制の構築をめざします。また、医療的ケアが必

要な人、子どもに在宅医療の提供など身近な地域で医療を

受けることのできる環境整備にむけて、連携しながら取り

組みます。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

多機関との

連携 

相談支援包括化推進員を配置し、地域の様々な機関と連

携しながら、地域共生社会の取組を推進します。 

包括ケア 地域の保健・医療・福祉等関係機関との連携を強化します。 
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 ６）地域における見守りの推進 

 

◎取組の方向性 

   アンケート調査では、地域や社会から孤立を防ぐ取組として、「隣近所や町

内会による声かけ・見守り活動」が有効であると考えている人が多くありま

した。一方で、近所付き合いの程度に関しては、全体では“あまり付き合い

がない”（「あまり付き合っていない」と「全く付き合っていない」の合計）

が 43.0％となっており、声かけや見守り活動が、地域全体で行われる環境

とは言えない状態であることがわかりました。 

   家族関係や隣近所の付き合いが希薄化した要因の一つとして、家族や近所

の人と交流しなくても、生活が成り立つようになったことが挙げられます。

けれども、高齢となりこれまでのような生活がしづらくなる、障がいのある

子どもと親の二人暮らしをしていたが、親が高齢となりこれまでのように生

活できなくなるなど、頼れる人がいない事態が生じ、場合によっては、「助け

て」といえず社会的孤立に陥ってしまうこともあります。社会的孤立により、

孤独死、自殺などにつながってしまうこともあります。 

   社会的孤立を防ぐためには、地域での支え合い、助け合いが必要です。地

域で支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福

祉などの公的サービスと協働し、助け合いながら住み慣れた地域で暮らすこ

とのできる仕組みの構築に取り組みます。 

 

 

 

 

 

  



91 

■市民アンケート調査より 

 

問  地域や社会からの孤立を防ぐために、どんな取組が有効だと考えられます 

か。（○はいくつでも） 

 

地域や社会から孤立を防ぐ取組に関して、全体では上位から「隣近所や町内会

による声かけ・見守り活動」59.0％、「福祉サービスと連携した声かけ・見守り

活動」48.0％、「地域で気軽に集える交流活動」43.3％となっています。 

 

 

  

59.0 

48.0 

43.3 

37.0 

34.0 

1.1

3.2

8.7

0% 20% 40% 60%

隣近所や町内会による声かけ・見守り活動

福祉サービスと連携した声かけ・見守り活動

地域で気軽に集える交流活動

民生委員・児童委員の訪問による世帯状況の把握

地域包括支援センターなどの生活実態の把握

その他

特にない

わからない

1つ回答者 258人 

2つ回答者 234人 

3つ回答者 166人 

4つ回答者 64人 

5つ回答者 80人 

n=802 
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問  あなたは、近所での付き合いをどの程度していますか。（○は 1つ） 

 

全体では“ある程度以上の付き合い”（「よく付き合っている」と「ある程度つ

きあっている」の合計）が 53.9％、“あまり付き合いがない”（「あまり付き合っ

ていない」と「全く付き合っていない」の合計）が 43.0％となっており、“ある

程度以上の付き合い”が 10.9ポイント高くなっています。 

年齢別にみると、“ある程度以上の付き合い”は年齢が高くなるほど割合が高

くなっており、18歳～39歳 34.7％、75歳以上 71.2％で 36.5ポイントの差

があります。 

職業別にみると、「自営業（農林漁業、商工業を含む）・自由業」が 74.0％で最

も高くなっています。 

 

 

 

  
10.1 

9.9 

10.2 

3.9 

5.3 

13.0 

19.4 

18.3 

4.9 

6.5 

0.0 

13.0 

43.8 

44.0 

43.9 

30.8 

38.1 

55.2 

51.8 

55.7 

34.5 

37.7 

27.3 

49.5 

32.6 

31.5 

33.3 

35.3 

42.0 

26.0 

22.5 

20.0 

39.0 

46.8 

40.9 

28.3 

10.4 

11.1 

10.0 

24.4 

12.5 

4.7 

2.1 

2.6 

18.4 

7.8 

22.7 

7.5 

1.7 

2.3 

1.3 

4.5 

1.8 

0.5 

0.5 

0.0 

2.6 

1.3 

9.1 

1.0 

1.3 

1.2 

1.5 

1.3 

0.4 

0.5 

3.7 

3.5 

0.8 

0.0 

0.0 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく付き合っている ある程度付き合っている

あまり付き合っていない 全く付き合っていない

わからない 無回答

全体

n＝828

男

n＝343

女

n＝481

18～39歳

n＝156

40～64歳

n＝281

65～74歳

n＝192

75歳以上

n＝191

自営業・自由業

n＝115

勤め
(短時間勤務)

n＝77

勤め
(フルタイム勤務)

n＝267

学生

n＝22

無職

n＝293
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■市民（地域）の取組 

〇隣近所の方々とあいさつを交わします。 

〇地域での活動に関心を持ちます。 

〇地域での見守り活動に参加します。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○日常の業務に合わせた見守り活動等への協力に努めます。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

友愛訪問活動 老人クラブの人が近くの高齢者の自宅を訪問する高齢

者の見守り活動を支援します。 

認知症高齢者

の見守り 

見守りシールの活用を推進し認知症高齢者が行方不明

になった際の対応や情報共有を図り、未然防止を含めた安

全対策に努めます。 

生活支援体制

の推進【再掲】 

地域の実情を踏まえてニーズの掘り起こしや、そのニー

ズに合ったサービスを地域資源として発掘し、新しい福祉

ネットワークの構築等を進める生活支援コーディネー

ターの活動を支援します。 

居場所づくり

支援【再掲】 

いきいき百歳体操やサロン活動を行う自主的な取組に

対して支援を行います。 

また、地域力の向上として、地域での場づくりや課題解

決を試みる地域を支援します。 

地域ケア会議

の開催【再掲】 

地域ケア会議により、地域の課題を把握したり、困難事

例の解決につなげます。 

民生委員活動

への支援 

【再掲】 

活動に対して支援し、定例地区会長会へ参加し、情報を

共有します。 

消費者見守

ネットワーク

の推進 

高齢者、障がいのある人、認知症等により判断力が不十

分となった人の消費者被害を防ぐため、地域の関係者が連

携して見守り活動を行います。 

放課後の小学

生の居場所の

提供 

放課後児童クラブ、児童館、放課後子ども教室、認定こ

ども園による低学年受入れ事業を実施し、放課後の小学生

に居場所を提供します。 
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■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

日常生活自立

支援事業【再

掲】 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判

断能力が不十分な人に対して福祉サービスの利用に関す

る援助等を行うことで地域において自立した生活が送る

ことができるよう支援します。 

ボランティア

の育成 

ボランティア活動を行いたい人を育成します。 

地区社協の活

動【再掲】 

地域の子どもの安全を守る活動、高齢者との交流事業と

しての敬老の集い、配食サービスなどを行い、地域福祉の

一端を担う地区社協の活動を支援します。 

福祉教育の推

進【再掲】 

福祉意識の向上や障がいのある人への理解促進を図る

ための講演や体験指導を行います。 

地域包括支援

センターの取

組【再掲】 

介護予防・日常生活支援総合事業や認知症施策の推進に

力点を置き、認知症になっても住み慣れた地域で生活でき

るよう取り組んでいきます。 

地域での見守

り 

地域の状況を把握し、見守り活動をする方とされる方の

双方の意見を聞きながら事業全体の統一性を持たせつつ、

地域性をいかした事業として、必要な人に必要な見守り活

動ができるようにします。 
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３ 役割と生きがいをもって活躍できる社会（人材づくり） 
 

（５）地域福祉を支える担い手づくり 

 

     
 

 １）福祉意識の普及啓発 

 

◎取組の方向性 

   地域福祉を推進するには、住民一人ひとりが福祉に対する理解と認識を持

つことが重要です。自分にできることの範囲を少しずつ広げていくことで、

支援の輪が地域全体へと広がります。福祉への理解や関心を高めるため地域、

社会福祉施設、社会福祉協議会、市の協働による活動や講座の開催など、福

祉意識の醸成に必要な広報による啓発を行います。 

   また、市や社会福祉協議会等による啓発だけでなく、市民自ら、普段の暮

らしの中で交流する機会や場を増やし、同じ地域に暮らす住民としてお互い

を理解し、支援を必要とする人が必要な時に助けを求められる関係を広げて

いくことも重要です。世代間での連携、地域連携などを充実させ、個々の見

守り体制の強化、地域における課題解決に向けた拠点づくりの体制構築に努

めます。 

    

■市民（地域）の取組 

〇福祉に関する情報を積極的に収集します。 

〇自分の経験や知識、能力を地域でいかします。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○地域福祉やノーマライゼーション等に関する意識啓発に協力すること

や、従業員が地域活動やボランティア活動に参加することへの理解を深

めることに努めます。 
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■市の取組 

取組名 概要 

福祉情報の発

信 

地域共生社会の実現に向けての講演会、介護予防やフレ

イル予防等、高齢者の健康管理や自主的な取組の支援等、

福祉情報を発信します。 

認知症サポー

ターの養成 

認知症の人とその家族を支える支援者の育成に向けて

認知症サポーターの養成に取り組みます。   

障がいや障が

いのある人へ

の理解促進 

多くの市民と障がいのある人が交流するイベントを開

催し、障がいや障がいのある人への理解促進を図ります。 

福祉体験学習

の推進 

学校では福祉施設の訪問やボランティア体験、地域の清

掃活動や資源ゴミ回収活動などを通じて福祉意識を高め

ていきます。 

交流の場づく

り 

地域の人が気軽に集まれる場づくりを支援します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

ボランティ

アセンター

の運営 

福祉意識の醸成に必要な情報を広報で発信します。 

ボランティア活動支援、講座の開催など、学びと交流の

場づくりを行います。 
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 ２）福祉教育の推進 

 

◎取組の方向性 

小・中学生が、個別の人権課題である「高齢者」や「障がいのある人」に関

する授業や交流を通じて、福祉の心を育みます。またボランティア等の社会

体験活動等を通じて、命を大切にする心や他人を思いやる心を育てる福祉教

育の充実を図り、地域福祉への理解を深めながら、本格的な福祉活動に参加

するきっかけを与える取組を推進します。 

また、すべての住民が自分自身や社会の在り方を考え、身近な地域の課題

を解決する力を育てることも重要です。地域住民がお互いに学び合う中で生

活課題を共有し合い、具体的な活動の実践につながっていくことが必要とな

ります。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地域の課題を解決するために、住民同士で助け合います。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○地域福祉やノーマライゼーション等に関する意識啓発に協力すること

や、従業員が地域活動やボランティア活動に参加することへの理解を深

めることに努めます。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

認知症サポー

ターの養成

【再掲】 

認知症の人とその家族を支える支援者の育成に向けて、

認知症サポーターの養成に取り組みます。   

学校での福祉

教育の充実 

交流学習や参加体験型学習、社会人講師や地域の人材を

活用した福祉教育の学習を積極的に取り入れ年間計画に

位置付けます。 

地域力の強化 地域での場づくりを進め、身近な場所で相談を受けるな

ど、地域の課題解決する力を育てます。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

学習の提供 生きがい活動や体験学習、講演会など、福祉に関連する

様々なメニューを提供します。 
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福祉教育の充実・障がいや障がいのある人への理解を深めるための授業の様子 
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３）ボランティアの育成と活動の促進 

 

◎取組の方向性 

   地域に根ざした活動やボランティア活動を行っている市民や団体は貴重

な存在であり、その活動を支援することが必要です。市民アンケート結果で

は、ボランティア活動への参加に関して「条件が整えば参加してみたい」が

39.4％となっています。 

   地域の中の交流や活動の活性化を図るため、地域で身近な活動ができるボ

ランティアを育成するとともに、活動を推進する担い手の発掘や育成を行い、

地域の福祉活動の充実を図る必要があります。また、ボランティア活動を

行っている団体などの活動推進や活動の輪をつなぐ広がりのあるボラン

ティアセンター機能の充実を図ります。 

 

■市民（地域）の取組 

〇ボランティア講座等に積極的に参加し、地域福祉に対する理解を深めます。 

〇「他人事」を「我が事」として捉え、地域福祉活動に参加します。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○従業員が地域活動やボランティア活動に参加することへの理解を深め

ることに努めます。 

 

■市の取組 

取組名 概要 

ボランティア

センターの運

営支援 

社会福祉協議会のボランティアセンターへ補助を行い、

運営を支援します。 

中高生のボラ

ンティア活動

支援 

中高生が清掃活動やその他市主催イベント等のボラン

ティア活動を通じて、豊かな社会性を身に付け、青少年の

健全育成と福祉の増進が図れるよう支援します。 
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■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

中高生のボラ

ンティア講座

開催 

夏休み期間中に、中高生を対象とした福祉現場での体験

を通して、福祉への理解と関心を深め、ボランティア活動

への参加を促進します。 

手話教室の開

催 

夏休み中に小学生を対象とした手話や聴覚に障がいの

ある人の生活について学習する教室を開催し、福祉やボラ

ンティアに親しむ心を育成します。 

傾 聴 ボ ラ ン

ティアの養成 

その人の気持ちに寄り添い、話し相手となるボランティ

アを養成し、地域での活躍を希望する人の活躍の場を広げ

ます。 

シルバー大学

校の開設 

地域福祉を推進するリーダーを養成します。 

ボランティア

センターの運

営 

情報提供、ボランティア活動支援、講座の開催など、学

びと交流の場づくりを行います。また、福祉分野を中心と

した地域に密着したボランティアセンターにします。 

ボランティア

センターの充

実 

市民や団体がより相談しやすいボランティアセンター

にします。 

コーディネー

ト機能の充実 

スタッフの専門的なスキルを向上し、コーディネート機

能の充実を図ります。 

ボランティア

連絡協議会の

設置 

ボランティア同士が情報の交換や連携ができるよう協

議会の開催に努めます。 

ボランティア

の情報提供 

ボランティアの情報提供の充実を図ります。 
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■市民アンケート調査より 

 

問  あなたは、ボランティア活動に参加していますか。または参加したいと思い

ますか。（〇は１つ） 

 

ボランティア活動への参加に関して、全体では上位から「条件が整えば参加し

てみたい」39.4％、「参加できない」が 32.0％となっています。 

年齢別にみると、75歳以上では「参加できない」が 45.6％と全年齢で比較す

ると高くなっています。 

職業別にみると、無職を除いて「条件が整えば参加してみたい」と答えた割合

が最も高く、無職では「参加できない」と答えた割合が最も高くなっています。 

9.1 

9.3 

8.9 

3.9 

6.1 

15.6 

11.5 

17.4 

4.5 

7.8 

0.0 

10.9 

39.4 

43.2 

36.4 

38.5 

46.6 

48.4 

18.9 

45.2 

43.5 

49.4 

40.9 

31.4 

14.4 

16.6 

12.9 

19.9 

15.0 

12.0 

12.0 

8.7 

15.4 

16.9 

22.7 

14.7 

32.0 

26.0 

36.4 

34.0 

29.2 

21.4 

45.6 

20.9 

33.3 

22.1 

27.3 

37.9 

5.2 

5.0 

5.4 

3.9 

3.2 

2.6 

12.0 

7.8 

3.4 

3.9 

9.1 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在、参加している 条件が整えが参加してみたい

参加するつもりはない 参加できない

無回答

全体

n＝828

男

n＝343

女

n＝481

18～39歳

n＝156

40～64歳

n＝281

65～74歳

n＝192

75歳以上

n＝191

自営業・自由業

n＝115

勤め
(短時間勤務)

n＝77

勤め
(フルタイム勤務)

n＝267

学生

n＝22

無職

n＝293
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4）地域福祉活動を推進する人材の育成と多様な組織の参画 

 

◎取組の方向性 

複雑化・多様化する地域の福祉ニーズに対応するためには、福祉の担い手

にも従来の枠組みを超えた多様化が求められます。身近な地域での相談や見

守り、支援等の地域福祉活動を推進するリーダーとなる人材を育成します。 

また、従前からの地域福祉の担い手である社会福祉協議会、民生委員・児

童委員やボランティア団体に加え、社会福祉法人や民間事業者等多様な組織

の地域福祉活動への参画を促進していきます。 

 

■市民（地域）の取組 

〇地域福祉活動に積極的に参加するだけでなく、リーダーとして活躍でき

るよう取り組みます。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○従業員が地域活動やボランティア活動等に参加しやすくなるような職場

環境づくりや、積極的な参加を促すような働きかけなど、地域貢献につ

ながる取組に努めます。 
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■市の取組 

取組名 概要 

手話奉仕員養

成講座 

手話奉仕員を養成することで、聴覚に障がいのある人等

のコミュニケーションの円滑化を図り、日常生活および社

会生活の自立を促進します。 

生活支援コー

ディネーター

の充実 

多様な主体による多様な取組のコーディネートを担う

生活支援コーディネーターの充実を図ります。 

社会福祉法人

の地域福祉活

動への参画 

災害発生時には、高齢者や障がいのある人など、一般の

避難所生活では支障をきたす要配慮者を受け入れる福祉

避難所として施設を利用してもらえるよう取り組みます。 

身近な地域で

の介護予防支

援 

住民主体のデイサービスやいきいき百歳体操を行うグ

ループを支援します。 

フレイルサ

ポーターの養

成 

地域での指導的な役割を果たすフレイルサポーターを

養成します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

地域福祉活

動 の リ ー

ダー育成 

介護予防サポーター、認知症サポーターなどを養成し、

地域のリーダーとして活躍できる人材を育成します。 

人材の発掘 市民の福祉に関する関心を高め、新たに福祉にかかわる

人材を発掘します。 

研修の充実 地域福祉活動で中心的な役割を担うリーダーやキー

パーソンを育成するため、専門的な研修等の充実を図りま

す。 

学習機会の

提供 

地域のボランティアの人材発掘や団塊世代への呼びか

け、学習機会の提供を積極的に行います。 
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５）高齢者の生きがい活動 

 

◎取組の方向性 

   高齢者の人が地域の中で役割をもって生き生きと生活することは、私たち

の願いです。自らの健康の維持増進や、日常生活全般における自己管理に努

めてもらうとともに、生きがいや健康づくりにもつながる活動を行いながら、

地域の高齢者も巻き込んでの介護予防や生活支援のサービスの基盤となる

活動を支援します。 

   また、年齢にふさわしい知識や教養を正しく身に付けてもらうことができ

る機会を提供します。 

 

■市民（地域）の取組 

〇高齢になっても、地域で生き生きと自分らしい生活をします。 

〇高齢になっても、知識を身につけ、地域のために自分のできる範囲で貢

献します。 

 

■福祉サービス提供事業者の取組 

○従業員が退職後に地域づくりやボランティア活動等に参加し、地域貢献

に従事していただけるような意識啓発に努めます。 

○高齢者が利用しやすいよう福祉サービスの情報発信に努めます。 
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■市の取組 

取組名 概要 

住民主体によ

るサービスへ

の支援 

住民主体のデイサービスやいきいき百歳体操、フレイル

予防サポーターなどの活動を支援します。 

居場所づくり

への支援 

地域共生社会の推進に向け、高齢者が主体となり多世代

交流の居場所づくりを行う活動を支援します。 

老人クラブ活

動への支援 

生きがいと健康づくり等を行う老人クラブを支援しま

す。 

高齢者教室の

開催 

医療、福祉、消費生活、金融、食育など、多様な分野に

おける知識の習得が望まれることから、各々の分野におけ

る専門講師を招き、毎年夏期に４回、講義形式での高齢者

教室を開催します。 

シルバー人材

センターへの

支援 

長年積み重ねてきた豊かな知識と経験をいかしながら

社会に参加し、生き生きと働きたい高齢者が集まるシル

バー人材センターの運営を支援します。 

 

■社会福祉協議会の取組 

取組名 概要 

介護予防 介護予防に資する基本的な知識の普及啓発や住民主体

の介護予防活動の育成・支援を行います。 

シルバー大

学校の開設 

地域福祉を推進するリーダーを養成します。 

高齢者サロ

ン 

地域に人が集まって自由な発想で運営する高齢者サロ

ンで、近隣の見守り、助け合いのある地域づくりを進めま

す。 
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第 ４ 章 成年後見制度利用促進基本計画 

１ 策定の背景 
 

 成年後見制度は、認知症や障がいなどによって判断能力が不十分な人の権

利や財産を守る成年後見人等を選任する制度であり、平成 11 年の民法の一

部改正によって従来の制度が見直され、平成 12年から開始しています。 

成年後見人等がその判断能力を補うことによって、その人の生命、身体、

自由、財産等の権利を擁護するという点が制度の趣旨であり、国民にとって

利用しやすい制度とすることをめざしたものです。今後、認知症高齢者や一

人暮らし高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の必要性は高まってい

くものと考えられます。しかし、成年後見制度の利用状況をみると、その利

用者数は認知症高齢者等の数と比較して著しく少ない状況でした。 

このため、平成 28 年５月には「成年後見制度の利用の促進に関する法律

（平成 28年法律第２９号）」が施行され、各市町村が成年後見制度の利用促

進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることが明示され

たことに基づき「小松島市高齢者福祉計画」や「小松島市障がい者プラン」

との整合、連携を図り「小松島市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、

市の責任として、制度の利用促進に向け取り組むものとします。 

  

 

２ 計画の位置付け 
 

 本市では、本計画を「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第２３条

第１項「当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策

についての基本的な計画」として位置付けます。 

 また、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創る地域共生社

会の実現をめざす「小松島市地域福祉計画」と連携して一体的に策定します。 

 基本計画の期間は、令和３年度から令和８年度までの６年間とし、今後、

「小松島市高齢者福祉計画」や「小松島市障がい者プラン」の見直しに際し

ては、本計画との整合性を図り改訂します。 

 計画の策定にあたっては、小松島市社会福祉協議会と障がい分野の相談支

援を行う事業所や地域包括支援センター、専門的な知見を有する専門職であ

る社会福祉士等と成年後見制度利用促進に関する意見交換会や勉強会を実施

し、検討を重ねました。  
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３ 成年後見制度について 
 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判

断する能力が十分でない人の権利を守る支援者（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。 

平成 12年４月の介護保険制度の導入に伴い、福祉サービスが原則的に「措

置」から「契約」に移行したことに併せ、判断能力に不安がある人への支援

制度として成年後見制度（民法改正による）、日常生活自立支援事業（厚生労

働省補助制度）がそれぞれ創設されました。 

 

 
 

 本市では、小松島市社会福祉協議会が平成 25 年度から徳島県社会福祉協

議会の委託を受け日常生活自立支援事業を実施し、これまでの利用者延べ人

数は 776名となっています。 

 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末 

生活支援員 

訪問回数（延べ） 
146回 108回 79回 82回 

相談受付件数 684件 553件 521件 512件 

実利用者数 10名 13名 12名 14名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「日常生活自立支援事業」とは 

判断能力の低下が比較的軽度な人の権利擁護のための制度です。 

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が一定程度あるが十分で

ないことで様々なサービスを適切に利用することが困難な人を対象に、契約に基づ

く福祉サービスの利用援助を中心として、地域で安心して暮らせるよう支援する事

業です。 

成年後見制度の種類 

成年後見制度は大きく分けて 2つ、法定後見制度と任意後見制度があります。 

○法定後見制度 

認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が十分でない状態となった人の

権利を守るため、申立てにより家庭裁判所が選任した支援者がつく制度。 

○任意後見制度 

自分の判断能力が衰えてきた時に備えてあらかじめ支援者を誰にするか、将来の

財産管理や身の回りのことについて何を支援してもらうか、自分で決めておくこ

とができる制度。 
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４ 小松島市の現況 

 

（１）高齢者、障がいのある人の状況 

 本市における高齢化率は令和２年８月末現在で 34.6%、65歳以上の高齢

者数は 12,819人となっています。また、高齢者のいる世帯のうち独居世帯

が占める割合は 38.4%となっています。これに伴い、要支援・要介護認定者

の推計数も令和７年度には 2,664人と年々増加すると見込まれています。 

 

■高齢化率の推移 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

総人口 38,817 38,156 37,795 37,243 

65歳以上の高齢者数 12,427 12,547 12,708 12,807 

高齢化率 32.0% 32.9% 33.6% 34.4% 

 

 

知的障がい者は、療育手帳所持者数が平成２7年度末の 400人から令和元年

度末には 433 人へと増加しています。年齢別では、18 歳未満が減少傾向で、

18歳以上は増加しています。 

 

■年齢別療育手帳所持者数
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精神障がい者は、精神障害者保健福祉手帳所持者数が平成 27年度末の 186

人から、令和元年度末には 309人へと増加しています。年齢別では、全体的に

増加傾向にありますが、特に 18～64歳で大きく増加しています。 

 

■年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 
 

 

 

本市の成年後見制度利用については、高齢者、障がいのある人などにつき成

年後見制度利用支援事業を活用し、平成 27 年度以降市長申し立てをした件数

は 11件、後見人への報酬を助成した件数は延べ 12件となっています。 

全国的に成年後見利用者は伸び悩んでおり、その利用促進に向けての体制整

備が求められているところです。 

 

■成年後見制度利用者数 

後 見 保 佐 補 助 任意後見 合 計 

51 ３ ３ ０ 57 

（令和元年 10月 31日時点） 
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■市民アンケート調査より 

 

問  成年後見制度について知っていますか。（〇は１つ） 

 

  成年後見制度について、「知っているが、利用したことはない」52.2％、「知ら

ない」44.0％となっています。 

年齢別にみると、18歳～39歳では「知らない」が 53.9％と全体に比べて 9.9

ポイント高くなっています。また、65歳～74歳では「知っているが、利用した

ことがない」が67.7ポイントと全体に比べて15.5ポイント高くなっています。 

 

※割合算出時に小数点以下第 2位で四捨五入しているため、合計値が 100％にならない

場合があります。 

  

45.6 

31.3 

45.6 

53.9 

44.0 

43.5 

67.7 

52.7 

43.6 

52.2 

0.5 

0.0 

1.4 

0.0 

0.6 

2.6 

0.0 

0.0 

1.9 

1.0 

7.9 

1.0 

0.4 

0.6 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っているが、利用したことがない 

その他 

知らない 

制度を利用したことがある 

無回答 

全体

n=828 

18～39歳 

n=156 

 

75歳以上 

n=191 

 

65～74歳 

n=192 

 

40～64歳 

n=281 
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■市民アンケート調査より 

 

問  もし、あなたは支援が必要になった場合、成年後見制度を利用したいと思い

ますか。（〇は１つ） 

 

成年後見制度の利用に関して、「利用したくない」47.7％、「利用したい」40.9％

となっています。 

年齢別にみると、18歳～39歳では「利用したい」が 53.9％と全体に比べて

13.0ポイント高くなっています。また、75歳以上では「利用したい」が 25.1

ポイントと全体に比べて 15.8ポイント低くなっています。 

 

※割合算出時に小数点以下第 2位で四捨五入しているため、合計値が 100％にならない

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.1 

41.2 

44.8 

53.9 

40.9 

49.7 

53.7 

47.0 

39.1 

47.7 

25.1 

5.2 

8.2 

7.1 

11.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=828 

18～39歳 

n=156 

 

75歳以上 

n=191 

 

65～74歳 

n=192 

 

40～64歳 

n=281 

 

利用したい 利用したくない 無回答 
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５ 成年後見制度の利用促進 
 

（１）成年後見への更なる取組 

 このような本市の高齢者、障がいのある人の状況や成年後見に関する国の

動向などを踏まえ、本市においても、成年後見を必要とする人が適切に利用

できるよう、国の成年後見制度利用促進基本計画を考慮して、地域連携ネッ

トワークと中核機関の整備を進めます。 

 

（２）地域連携ネットワークの構築 

 地域において権利擁護が必要な人を把握し、相談に応じ、成年後見制度の

利用に結び付けるために、地域における福祉・医療・地域の関係者や法律の

専門家・行政などが連携して対応する必要があります。 

 そのためには、関連部署や関係機関が連携した体制づくりに取り組むとと

もに、身近な相談機関である地域包括支援センター等との情報交換や情報の

共有化を図る機会を設け、既存の支援の仕組みを活用したネットワークの構

築を進めます。 

また、成年後見制度に関する専門相談への対応や、後見等の運用方針等に

ついての家庭裁判所との情報交換・調整等に対応できるよう、法律・福祉の

専門職団体や関係機関が支援できる体制を整えていきます。 

 

 

【市の取組】 

 

 

 

 

 

【社会福祉協議会の役割】 

 

 

 

 

 
  

支援体制や地域連携ネットワークの中核となる機関に求められる機能につ

いて、社会福祉協議会や専門職団体とともに検討します。 

社会福祉協議会は、住民同士の見守りを促し、専門職・関係機関などがそ

れぞれの役割を果たすことができるよう、相互のつながりや社会資源を活用

しながら、市とともにけん引していく役割を担います。 
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（３）中核機関の設置 

  中核機関とは、地域連携ネットワークの運営の中心となり、①広報機能、

②相談機能、③成年後見制度利用促進機能、④後見人支援機能を有し、成

年後見制度の総合相談窓口となる機関です。国の成年後見利用促進基本計

画では、令和３年度末までに市町村又は市町村の委託などにより設置する

ことが努力義務となっています。 

 

１）広報機能 

  成年後見制度の利用を推進するためには、市民の制度に対する理解が深

まり、メリットが実感できる必要があります。このため、制度の内容につ

いて広報誌への掲載や、相談窓口等へパンフレットやリーフレット等を設

置し成年後見制度の周知と理解が図られるよう本市と小松島市社会福祉協

議会が協力して情報提供に取り組み、普及啓発に努めます。 

 

■市民アンケート調査より 

 

問  あなたが、成年後見制度を利用したくない理由を教えてください。 

（〇は１つ） 

 

成年後見制度を利用したくない理由に関して、全体で上位から「制度をよく知

らないから、利用したいとは思わない」53.2％、「手続きが面倒そうなので、利

用したいとは思わない」25.6％となっています。また、「その他」が 15.7％と

なっており、子どもや家族がいるので任せたい、などがありました。 

15.7

0.3

10.4

25.6

53.2

0％ 20％ 40％ 60％

その他

過去に利用したことがあり、

現在は利用したいと思わない

費用面での負担が気になり、

利用したいとは思わない

手続きが面倒そうなので、

利用したいとは思わない

制度をよく知らないから、

利用したいとは思わない

n=395 
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【市の取組】 

 

 

 

【社会福祉協議会の役割】 

 

 

 

 

 

 

２）相談機能 

 住民からの一般的な成年後見に関する相談、成年後見手続きや詳細な制度・

仕組みに関する相談については、障がい者相談支援事業所、生活困窮窓口、

地域包括支援センターなどの相談支援機関を通じ、本市と日常生活自立支援

事業を実施している小松島市社会福祉協議会が中心となり対応します。 

成年後見制度の利用に関する相談ができる体制づくりに取り組み、既存の

支援機関や協議会、地域ケア会議等の機能を活用しながら早期の段階からの

相談・支援体制を整えます。 

 

３）成年後見制度利用促進機能 

   成年後見人等候補者選定については、本人にふさわしい成年後見制度の利

用に向けた検討・専門的判断が必要となります。支援の方針や適切な候補者

などの検討、申立てにあたっての準備・役割分担等を検討していくため、有

識者で構成する成年後見運営委員会（仮称）が設置できるよう小松島市社会

福祉協議会や専門職団体と協議を進めます。 

   市民後見人の養成については、現在「権利擁護支援者養成研修」を実施し

ている徳島県社会福祉協議会と連携し、市民後見人を養成していくとともに、

市民後見人が研修の成果を生かせるためにも、小松島市社会福祉協議会が法

人として後見人を受任すること（法人後見の受任）についても、早急に実施

できるよう取り組みます。 

 

４）後見人支援機能 

   必要に応じ関係機関と連携しながら、ケース会議を開催するなど、既存の

支援の仕組みを活用しながら、見守り体制を構築し、後見人支援に取り組み

ます。  

社会福祉協議会と連携して、多様な方法を活用した成年後見制度等の周知・広報

活動を実施します。 

社会福祉協議会は、多様な方法を活用した周知啓発により、制度への理解を高め、

すそ野を広げていく役割を担います。 

権利擁護にかかる相談対応を通して、適切な支援に結び付けるほか、幅広いニー

ズにこたえるため、制度以外の様々な権利擁護事業を展開します。 
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（４）中核機関の設置時期 

 中核機関は①広報機能と②相談機能について体制が整い次第、令和３年度

末までに設置予定としています。小松島市社会福祉協議会で法人後見を実施

できるよう体制を構築し、未対応の機能についても、今後計画的な整備に努

めます。 

 

 

 

 

  

本人 

民生委員 

自治会等 

弁護士会・司法書士会 

社会福祉士会等 

医療・福祉関係 

地域包括支援センター 

社会福祉協議会 

家庭裁判所 

民間団体 

ＮＰＯ 

金融関係 

後見人 

中核機関設置後イメージ図 

中核機関 
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第 ５ 章 計画の推進 

１ 協働による計画の推進 
 本計画での基本目標「支えあい、共に生き、みんながつながる地域づくり」

を実現していくために、市民、福祉サービス提供事業者・関係機関・団体等、

社会福祉協議会・市がそれぞれ担う役割を明らかにし、協働による互助・共

助の社会づくりをさらに進め、市民の誰もが安心して生活できる環境を整え

ていくことが必要です。 

 

（１）市民の役割 

  ・市民の一人ひとりが福祉に対する意識や理解を深め、地域を支える重要な

一員として行動します。 

・自分たちの住む地域の現状を知り、抱えている課題を克服していくための

方策を地域で話し合い、地域福祉活動の担い手として、地域の行事や活動、

ボランティア活動に積極的に参加します。 

・隣近所同士の普段からのあいさつや身近な地域内での交流を図りながら、

つながりを持つようにします。 

 

（２）福祉サービス提供事業者の役割 

  ・福祉サービス提供事業者は、専門的な福祉や介護のサービスの提供者とし

て、利用者の視点に立った質の高いサービスの提供を行います。 

・多様化が見込まれる福祉ニーズに対応していくためにも、既存事業の充実

や新たなサービスへの対応に努めます。 

 

（３）社会福祉協議会の役割 

  ・地域福祉活動の中心的な担い手として積極的に地域に出向き、地域福祉活

動への市民参加の機会を拡充します。 

  ・市民の意見をよく聞き、関係団体と連携しながら、地域福祉活動を積極的

に推進します。 

 

（４）市の役割 

  ・多様化するニーズを的確に把握し、社会福祉協議会・福祉サービス提供事

業者・関係機関・団体等と連携しながら地域に根差した施策の展開を図り

ます。 
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２ 計画の推進体制 
  本計画は、市民、福祉サービス提供事業者・関係機関・団体等、社会福祉協

議会・市が協働して推進していきます。 

 

３ 計画の進行管理 
 本計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクルの考え方を利用します。な

お、点検・評価については、毎年度自己評価を行い、進捗状況の確認を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画） 

Ｐｌａｎ 
地域福祉計画の策定にあたっ
て、基本的な考え方を示し、施
策を設定します。 

（実行） 

Ｄｏ 
計画の内容を踏まえて、各施策
及びサービスを実施します。 

（評価） 

Ｃｈｅｃｋ 
各施策の実績やニーズ、国等の
動向を把握しながら、評価と見
直しを行います。 

（改善） 

Ａｃｔｉｏｎ 
評価の内容を踏まえて、地域福
祉計画の見直しを行います。 

小松島市 

支援を必要とする人 

事業者 

関係団体 

市民 

行政関係者 

自
助
・
共
助
・
公
助 

自
助
・
共
助
・
公
助 
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第 ６ 章 資料編 

１ 小松島市地域福祉計画策定協議会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する地域福祉

計画（以下「計画」という。）を策定するにあたり，計画案を検討するため，小

松島市地域福祉計画策定協議会（以下「策定協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 策定協議会は計画を策定するために必要な事項の検討を行う。 

（組織） 

第３条 策定協議会は，委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１） 学識経験を有する者 

 （２） 地域福祉に関係する機関又は団体に属する者 

 （３） 公募による者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から第８条に定める報告を終えたときまでとす

る。 

（会長及び副会長） 

第５条 策定協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，策定協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 策定協議会の会議は，必要に応じて会長が招集し，その議長となる。 

２ 会長は，必要と認めたときは，委員以外の者に会議への出席を求め，その意

見を聴くことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，会長及び副会長が定まっていないときには，市

長が策定協議会の会議を招集する。 

（検討部会） 

第７条 策定協議会の所掌事務を補佐するため，市長は，検討部会を置くことが

できる。 
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（報告） 

第８条 会長は，第２条に規定する計画案の策定等が終了したときは，その結果

を市長に報告するものとする。 

（庶務） 

第９条 策定協議会の庶務は，介護福祉課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，策定協議会の運営に関し必要な事項は，

会長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２７年７月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日以後，最初に開かれる会議は，第６条第１項の規定にか

かわらず，市長が招集する。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年３月２５日から施行する。 
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２ 第２期小松島市地域福祉計画策定協議会委員名簿 
 

順不同 

役 職 所 属 機 関 氏 名 

委 員 四国大学短期大学部人間健康科 教授 津田 祐子 

会 長 元徳島文理大学保健福祉学部 准教授 古川 明美 

委 員 小松島市医師会 会長 藤野 和也 

副会長 小松島市社会福祉協議会 会長 稲田 米昭 

委 員 小松島市民生委員・児童委員連絡協議会 会長 松島 敏雄 

委 員 小松島市シルバー人材センター 常務理事 大森 茂徳 

委 員 小松島市老人クラブ連合会 女性部長 吉尾 さだえ 

委 員 社会福祉法人 愛心会 千歳苑 施設長 桝田 貴仁 

委 員 徳島県社会福祉士会 理事 秋月 卓実 

委 員 小松島市保育所後援会連合会 会長 宮守 宏匡 

委 員 
徳島赤十字ひのみね総合療育センター 

社会福祉士 
島 義雄 

委 員 
こまつしま生活自立支援センター 

主任相談支援員 
信田 員代 

委 員 小松島市地区社協会長会 代表 大上 喜照 

委 員 小松島市自主防災連合会 会長 伊藤 三男 

委 員 
小松島市社会福祉協議会 

地域包括支援センター 管理者 
田中 陽子 

委 員 一般公募 本岡 秀人 

委 員 小松島市 副市長 三宅 祥壽 

委 員 小松島市 教育長 小野寺 勉 

委 員 小松島市 保健福祉部長 佐藤 文幸 
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３ 策定の経過 
 

（１）第２期小松島市地域福祉計画 

日 程 実 施 項 目 

令和２年４月27日 

第 1回 計画策定委員会 

※新型コロナウイルス感染症まん延防止のため書面 

決議に変更 

令和２年４月20日～ 

令和２年４月27日 

書面決議 

（1）アンケート調査項目について  

（2）計画策定スケジュールについて  

（3）地域福祉計画策定の方向性について 

令和２年６月1日～ 

令和２年６月22日 

アンケートの実施 

・18歳以上の市民 

・民生児童委員・地区社会福祉協議会・生活支援コー 

ディネーター 

・中学生・高校生 

令和２年６月3日～ 

令和２年６月30日 
関係団体へのヒアリング調査の実施 

令和２年９月30日 

第 2回 計画策定委員会 

（1）アンケート・ヒアリング調査結果  

（2）地域福祉計画施策体系について 

（3）地域福祉計画骨子案について 

令和２年11月20日 

第 3回 計画策定委員会 

（1）地域福祉計画・成年後見利用促進基本計画素案 

について 

令和２年12月22日～ 

令和３年1月11日 
パブリックコメント（意見公募）の実施 

令和３年１月22日 

第 4回 計画策定委員会 

（1）パブリックコメント実施結果について 

（2）地域福祉計画・成年後見利用促進基本計画案 

について 

（3）地域福祉計画概要版について 
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（２）小松島市成年後見制度利用促進基本計画 

日 程 実 施 項 目 

令和２年５月１５日 

第 1回検討部会 

（1）制度の重要性について  

（2）制度の利用状況について  

（3）中核機関の設置について 

令和２年７月１５日 

第 2回検討部会 

（1）法人後見制度について  

（2）中核機関設置について 

令和２年８月２６日 

第 3回検討部会 

（1）成年後見制度の現状について    

（2）法人後見について  

（3）日常生活自立支援事業について  

（4）中核機関設置状況について  

（5）制度の実施に向けて 

令和２年 10月 21日 

第 4回検討部会 

（1）成年後見制度利用促進基本計画素案について 

（2）中核機関の設置時期について 
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