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近年､ 人口減少や少子高齢化が進み､ 核家族化や単身世帯の増加など家族形態

や雇用形態が変容する中､ これまで家庭や地域社会が担ってきた相互扶助機能の

低下が懸念されています｡

このような中､ 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていける社会をつくる

ため､ 行政をはじめ､ 地域福祉を担う社会福祉法人や社会福祉協議会､ 民生委員・

児童委員のほか､ NPOやボランティア､ 地域住民などが連携､ 協働し､ 地域の課

題を解決していくことが求められています｡

県では､ 社会福祉法に ｢地域福祉の推進｣ が基本理念として掲げられたことな

どを受け､ 平成15年に ｢地域福祉支援計画｣ を策定し､ 横断的な施策を進めると

ともに､ 市町の地域福祉の支援に積極的に取り組んでまいりましたが､ 平成25年

３月に策定した現在の計画が､ 平成29年度末で計画期間を終了することに加え､

社会経済情勢の変化や地域における多様な支援ニーズに的確に対応していく必要

があることから､ この度､ 県民の皆様や市町のご意見､ 社会福祉審議会でのご議

論などを踏まえ､ 新たな計画を策定しました｡

今後､ この計画に基づき､ ｢主体的に参画し､ ともに支え合い､ 誰もがその人

らしく安心して暮らせる地域共生社会の実現｣ を目指してまいりますので､ 県民

の皆様には､ それぞれの地域で､ 主体的に役割を担い､ お互いに支え合い助け合

うことにより､ 地域福祉の推進に取り組んでいただきますようお願いいたします｡

計画の策定に当たり､ 香川県社会福祉審議会の委員の皆様をはじめ､ 多くの方々

から貴重なご意見､ ご提言をいただきましたことに､ 深く感謝いたします｡

平成30年３月

香香川川県県知知事事 浜田 恵造
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重点課題1
ともに支え合う地域づくり

重点課題2
福祉を担う人づくり

香川県地域福祉

・計画期間中の県の行動計画と市町､ 団体等の活動指針 ・市町が地域

計画の役割

○少子高齢化の進展

○家族構成の変容 (高齢者単身世帯､ 夫婦のみの世帯､
一人暮らし世帯の増加)

○住民ニーズや地域が抱える課題の多様化･複雑化

○地域のきずなの希薄化､ 地域福祉の担い手不足

○自殺､ ひきこもり､ 孤立死､ 虐待､ 配偶者などによ
る暴力､ 子どもの貧困､ 災害時の要援護者支援､ 買
い物などの日常的な生活支援

○福祉人材の不足

1 地域福祉活動への住民参加の促進
①地域で支え合う仕組みづくり

②地域住民の交流促進

③地域福祉に関する情報提供

2 多様な主体による活動の推進
①地域団体､ ボランティア､ NPO活動の促進

②企業等との連携の推進

③災害に強いまちづくりの推進

④交通事故や犯罪のないまちづくりの推進

⑤地域で暮らす外国人住民への支援

3 思いやり・支え合いのあるまちづくりの推進
①思いやり意識の醸成

②福祉教育・学習の推進

③バリアフリーとユニバーサルデザインの推進

④権利擁護体制の充実

4 総合的な支援の展開
①分野横断的な福祉サービス等の展開

②生活困窮者への支援

③居住に課題を抱える住民への支援

1 地域における人づくりの推進
①地域における担い手の育成支援

②福祉活動の中核となる担い手の育成

③民生委員・児童委員活動の充実

2 福祉人材の養成・確保と資質向上
①福祉人材の安定的確保

②福祉人材の資質向上と定着支援

施施施策策策ののの 44つつ

計画をめぐる現状と動向 計画の目標

～主体的に参画し ともに支え合い
誰もがその人らしく安心して暮ら



重点課題3
安心と自立を支える基盤づくり

重点課題4
市町への支援､ 計画の推進

支援計画の概要

福祉計画を策定し､ 地域福祉推進に関する取組みを行う際のガイドライン

1 利用者本位のサービス提供に向けた支援体制の
充実
①福祉､ 介護､ 保健､ 医療の連携

②相談体制の充実強化

③県､ 市町､ 民間組織・団体の連携

④県・市町社会福祉協議会活動の充実

⑤地域におけるネットワークづくり

2 福祉サービスを適切に利用できる環境づくり
①福祉サービス苦情解決体制の整備

②福祉サービス第三者評価制度等の推進

3 福祉サービスの情報提供体制の充実
①情報提供体制の整備促進

②事業者による情報提供の促進

1 市町への支援
①市町地域福祉計画の総合的・計画的な

推進

②情報共有等円滑な推進に対する支援

2 計画の推進
①計画の進行管理

平成30年度から平成35年度(2023年度)まで

計画の期間策策のの 444つつつののの柱柱柱

○社会福祉法第108条の｢都道府県地域福祉支援計
画｣

○｢新･せとうち田園都市創造計画｣の部門別計画

○高齢者､ 障害者､ 児童に関する各計画と横断
的に連携､ 補完

計画の位置づけ

せる地域共生社会の実現～



１ 計画策定の趣旨

近年､ 少子高齢化の進展による地域活力の低下や､ 高齢者のみの世帯や単身世帯の増加な

どによる家庭機能の低下､ 個人の価値観の多様化等に伴い､ 地域のきずなが希薄化し､ 互い

に支え合う機能が低下しています｡

また､ 生活不安や雇用不安などによる自殺やひきこもりの問題に加え､ 虐待の増加､ 認知

症高齢者の増加､ 災害時において特に配慮を要する方や公的制度の狭間で助けを必要とする

方への支援といった新たな課題も生じてきています｡

一方､ こうした社会状況の変化の中で､ 自治会､ 老人クラブといったこれまでの地域団体

に加え､ 地域社会の新たな担い手として､ ボランティア・���などの活動も広がりつつあ
ります｡

県では､ このような状況に対応し､ 市町に対する支援を計画的・総合的に行うため､ 平成

25年３月に ｢香川県地域福祉支援計画｣ (計画期間�平成25年度から平成29年度まで) を策
定し､ 必要な支援に努めてきました｡

しかしながら､ 引き続き様々な分野の課題への対応が求められるとともに､ 介護と育児と

いったように複数の課題が絡み合って複雑化したり､ 福祉分野に加え､ 保健医療や就労など

の分野にまたがって複合的な支援を必要とする状況もあり､ 対象者ごとに特定の分野の公的

支援を行っていくだけでは対応が困難なケースも見受けられます｡

地域における多様な支援ニーズに的確に対応していくためには､ 個人や世帯が抱える様々

な課題に包括的に対応していくことや､ 地域の実情に応じて､ 分野をまたがって総合的に支

援を展開していくことも必要であり､ 加えて､ 住民がつながり支え合う取組みを育むことで､

公的な支援制度が対象としないような課題の解決にもつなげていくことが求められます｡

こうしたことから､ これまでの取組みの一層の推進を基本に､ 県民や地域の多様な主体が､

地域の課題等に対して､ 自分のこととして主体的に参画し､ ともに支え合いながら､ 世代や

分野を超えてつながることで､ 一人ひとりが自分らしく安心して暮らせる ｢地域共生社会｣

の実現を目指して､ 新たな ｢香川県地域福祉支援計画｣ を策定し､ 引き続き市町を支援して

まいります｡

1
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計画の概要



2 計画の位置づけ

○この計画は､ 社会福祉法第108条の規定に基づく ｢都道府県地域福祉支援計画｣ の性格を

有し､ 県内市町の地域福祉計画の達成や地域福祉推進に関する取組みを広域的な見地から

支援するための計画です｡

○この計画は､ 県政運営の基本指針である ｢新・せとうち田園都市創造計画｣ の部門別計画

としての性格を有するとともに､ 香川県高齢者保健福祉計画､ かがわ障害者プラン､ 香川

県健やか子ども支援計画等の個別計画と連携・整合を図り､ 各計画に共通する地域福祉に

関する事項や個別計画では対応できない事項について､ 地域福祉の視点から横断的､ 総合

的に定める計画です｡

3 計画の役割

○計画期間中における県の行動計画と市町や関係団体等の活動指針

○市町が地域福祉計画を策定し､ 地域福祉推進に関する取組みを行う際のガイドライン

4 計画の期間

この計画は､ 平成30年度から平成35年度 (2023年度) までの６年間とします｡

また､ 計画期間中であっても､ 社会福祉制度等の動向を踏まえ､ 必要に応じて計画の見直

しを行うものとします｡
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・地域住民
・社会福祉を目的とする事業を経
営する者
・社会福祉に関する活動を行う者
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協
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会

○地域における高齢者の福祉､ 障害者の福祉､ 児童の福祉その他福祉に関し､

共通して取り組むべき施策

○地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策

○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施策

○地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する施策

○包括的な支援体制の整備に関する施策
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障害者福祉
計画
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○地域福祉計画策定におけるガイドライン

地域福祉支援計画(県)
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１. 人口と世帯構成の状況

(１) 人口の状況

本県の人口は､ 平成11年の約103万人をピークとして減少に転じ､ 平成27年の人口は約97万

人と､ 平成12年以来16年連続の減少となっています｡

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると､ 平成52年 (2040年) の本県の総人口は77万

人程度にまで減少すると見込まれています｡

また､ 年少人口 (０～14歳) と生産年齢人口 (15～64歳) は､ 今後も減少すると予測されて

います｡

こうした人口減少の問題や､ それがもたらす社会・経済活動への影響などを踏まえ､ 平成27

年10月に ｢かがわ人口ビジョン｣ を策定し､ 平成72年 (2060年) に人口約76万人を維持すると

いう目標を掲げたところであり､ ｢地域共生社会｣ の実現に向けた取組みが求められています｡

(２) 世帯構成の変化

昭和22年に192�216世帯であった本県の世帯数は､ 年々増加し､ 平成27年には､ 398�551世帯
となっています｡ これに伴い､ 一世帯あたりの人数は､ 昭和22年の4�77人から平成27年には
2�39人に減少し､ 推計では､ 平成47年 (2035年) に2�27人まで減少することが予想されていま
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地域福祉を取り巻く環境

｢国勢調査｣ (総務省)
｢都道府県の将来推計人口｣ (国立社会保障・人口問題研究所)
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｢都道府県の将来推計人口｣ (国立社会保障・人口問題研究所)



す｡ これは､ 従来の世帯構成の中心となっていた夫婦と子どもの世帯やいわゆる三世代世帯が

減少し､ 単独世帯やひとり親世帯が増加していること､ さらには､ 夫婦と子どもの世帯でも､

子どもの数が減少していることなどが要因と考えられています｡

また､ 世帯人数の少ない世帯数が増加することにより､ 家庭での世代間のつながりが薄れる

とともに､ 地域での相互扶助機能も低下しています｡

本県の高齢者世帯の割合は､ 平成27年に40�5％となり､ 全国平均に比べ高くなっており､ 推
計では､ 平成47年 (2035年) に43�9％ (全国平均40�8％) となるなど､ 全世帯の半分近くが高
齢者世帯となることが予想されています｡

高齢者世帯のなかでも､ 高齢者単独世帯の増加が最も高く､ 推計では､ 平成42年 (2030年)

にこの単独世帯が高齢者世帯のなかで最も割合が高くなることが予想されています｡
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香川県における世帯構成の推移
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2. 少子高齢化の進行

(１) 少子化の進行

本県では､ １年間に生まれてくる子どもの数が､ 昭和50年には15�000人以上いましたが､ 平
成28年には7�500人程度まで減少しています｡
また､ １人の女性が一生の間に産む子どもの数の平均である合計特殊出生率については､ 昭

和40年をピークに減少傾向が続いていましたが､ 平成17年以降は増加傾向にあり､ 平成28年に

は､ 概数で1�64 (全国1�44) となっています｡
(２) 高齢化の進展

本県の高齢化率は､ 平成27年に30�2％となり､ 全国平均 (26�8％) に比べ早いペースで高齢
化が進んでいます｡

推計では､ 今後とも増加し続け､ 平成52年 (2040年) には37�9％ (全国平均36�1％) に達し､
県民の３人に１人は高齢者になることが予想されています｡
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県内の高齢者数に占める要介護等認定者の割合は､ 近年､ 横ばいの状況です｡

3 障害者 (児) の状況

県内の障害者手帳 (身体障害者手帳､ 療育手帳､ 精神障害者保健福祉手帳) の交付数は､ 平

成28年度末で57�915人となっています｡ 身体障害者手帳の交付数は､ 平成24年度から減少傾向
にある一方､ 知的､ 精神のいずれについても増加傾向にあります｡
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｢介護保険事業状況報告｣ (厚生労働省)

(香川県障害福祉課調べ)
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4 生活保護の状況

県内の保護率は､ 経済・雇用情勢が悪化したことにより平成20年度から増加に転じていまし

たが､ 平成25年度以降は再び減少傾向を示しています｡

5 地域社会の担い手の多様化

これからの地域社会づくりには､ 県民一人ひとりが､ 地域社会づくりの主役であることを自

覚し､ その個性と能力を発揮しながら､ 積極的に社会に関わっていくとともに､ 県民や地域団

体､ ボランティア､ ���､ 企業､ 行政などの多様な主体が､ 地域社会の ｢公｣ における役割

を主体的に担うことが期待されています｡
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(香川県男女参画・県民活動課調べ)

香川県における認証ＮＰＯ法人数の推移
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１ 基本目標 (計画の実施により目指すもの)

本県の地域福祉を取り巻く環境については､ 人口減少が本格化する中で､ 少子高齢化が進展

し､ 一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯などの増加とともに､ 現役世代においても､

雇用形態の変容や価値観の多様化などに伴い､ 地域や家庭での相互扶助機能の低下が懸念され

ています｡

こうした状況の中､ 高齢者､ 障害者､ 子育て家庭といった各分野における課題への対応に加

え､ 個人や世帯が抱える様々な課題に包括的に対応していくことや､ 地域の実情に応じて､ 分

野をまたがって総合的に対応していくことも求められております｡ そのためには､ 公的支援制

度については､ 包括的､ 総合的な対応を促進するとともに､ 公的支援制度が対象としないよう

な課題等にも対応できるよう､ 地域において住民がつながり支え合う取組みや､ 公私が協働し

た取組みを促進する必要があり､ これまでの取組みをより一層推進していくことが重要です｡

こうしたことから､ 本計画の基本目標については､ 前計画の目標 (｢主体的に参画し とも

に支え合い 誰もがその人らしく安心して暮らせる地域社会の実現｣) を継承することを基本

に､ 県民や地域の多様な主体が､ 他人事ではなく自分のこととして主体的に参画し､ ともに支

え合いながら､ 世代や分野を超えてつながることで､ 誰もがその人らしく安心して暮らせる地

域共生社会の実現を目指して､ ｢主体的に参画し ともに支え合い 誰もがその人らしく安心

して暮らせる地域共生社会の実現｣ とします｡
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第3章

計画の基本的な考え方

主体的に参画し ともに支え合い

誰もがその人らしく安心して暮らせる

地域共生社会の実現



2 重点課題 (目標に向けて重点的に取り組むべき課題)

地域が抱える様々な課題や福祉ニーズは､ そこで生活する人々が､ 地域の中で把握し､ 解決

を図っていくことが最も効果的であり､ 誰もが住み慣れた地域でその人らしく安心して暮らせ

る社会の実現のためには互いに支え合う活動を強化していくことが重要です｡

このため､ 地域住民による地域福祉活動の取組みを支援するとともに､ 地域団体､ ボランティ

ア､ ���､ 企業などのさまざまな主体による地域活動の支援にも努めます｡
また､ 誰もが地域で個人として尊重され､ 安全かつ快適に生活できるようにするため､ 思い

やりや支え合いのあるまちづくりに努めます｡

さらに､ 福祉ニーズの多様化・複雑化に対応するため､ 総合的な支援の展開を図ります｡

公的サービスだけでは対応できない地域の多様なニーズに対応するため､ ボランティア､ ���活動などによる住民参加のきっかけづくりや､ 住民リーダーや地域福祉コーディネーター
など担い手の育成支援に努めます｡

また､ 福祉サービスを担う人材の確保と資質向上を支援します｡

自分や家族だけでは対応できない問題をかかえている方々は､ 周りとのつながりがなければ､

必要な支援を受けることができず､ 一層深刻な状況に陥るおそれがあります｡

誰もがその人らしく安心して暮らせるためには､ 地域の中で適切な福祉サービスを利用でき

るように支援する必要があります｡

このため､ 困ったときに相談・支援できる体制を充実するとともに､ 適切な支援に結びつけ

るための機能の強化を図ります｡

市町地域福祉計画は､ 地域の現状や課題を明らかにし､ 解決していくために重要な役割を果

たすものであるため､ 市町地域福祉計画の策定と推進を支援します｡

また､ 県計画が実行性のあるものとなるよう､ 適切な進行管理を行います｡
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重重点点課課題題１１ ととももにに支支ええ合合うう地地域域づづくくりり

重重点点課課題題２２ 福福祉祉をを担担うう人人づづくくりり

重重点点課課題題３３ 安安心心とと自自立立をを支支ええるる基基盤盤づづくくりり

重重点点課課題題４４ 市市町町へへのの支支援援､､ 計計画画のの推推進進



(施策体系図)

(1) 地域福祉活動への住民参加の促進

(2) 多様な主体による活動の推進

(3) 思いやり・支え合いのあるまちづ

くりの推進

(4) 総合的な支援の展開

(1) 地域における人づくりの推進

(2) 福祉人材の養成・確保と資質向上

(1) 利用者本位のサービス提供に向け

た支援体制の充実

(2) 福祉サービスを適切に利用できる

環境づくり

(3) 福祉サービスの情報提供体制の充実

(1) 市町への支援

(2) 計画の推進
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重重点点課課題題１１ ととももにに支支ええ合合うう地地域域づづくくりり

① 地域で支え合う仕組みづくり
② 地域住民の交流促進
③ 地域福祉に関する情報提供

① 地域団体､ ボランティア､ ＮＰＯ活動の促進
② 企業等との連携の推進
③ 災害に強いまちづくりの推進
④ 交通事故や犯罪のないまちづくりの推進
⑤ 地域で暮らす外国人住民への支援

① 思いやり意識の醸成
② 福祉教育・学習の推進
③ バリアフリーとユニバーサルデザインの推進
④ 権利擁護体制の充実

① 分野横断的な福祉サービス等の展開
② 生活困窮者への支援
③ 居住に課題を抱える住民への支援

重重点点課課題題２２ 福福祉祉をを担担うう人人づづくくりり

① 地域における担い手の育成支援
② 福祉活動の中核となる担い手の育成
③ 民生委員・児童委員活動の充実

① 福祉人材の安定的確保
② 福祉人材の資質向上と定着支援

重重点点課課題題３３ 安安心心とと自自立立をを支支ええるる基基盤盤づづくくりり

① 福祉､ 介護､ 保健､ 医療の連携
② 相談体制の充実強化
③ 県､ 市町､ 民間組織・団体の連携
④ 県・市町社会福祉協議会活動の充実
⑤ 地域におけるネットワークづくり

① 福祉サービス苦情解決体制の整備
② 福祉サービス第三者評価制度等の推進

① 情報提供体制の整備促進
② 事業者による情報提供の促進

重重点点課課題題４４ 市市町町へへのの支支援援､､ 計計画画のの推推進進

① 市町地域福祉計画の総合的・計画的な推進
② 情報共有等円滑な推進に対する支援

① 計画の進行管理



1－1 地域福祉活動への住民参加の促進

【現況と課題】

地域のきずなの希薄化に伴う地域住民の交流機会の減少により､ 一人暮らし高齢者や障害者､

子育て家庭など､ 支援を必要とする人の孤立が問題となっています｡

地域で発生する多様な福祉ニーズにきめ細かく対応し､ 誰もが住み慣れた家庭や地域におい

て､ 年齢や障害の有無にかかわらず､ その人らしく安心して自立した生活を営むためには､ 地

域のあらゆる住民が役割を持ち､ 支え合いながら､ 自分らしく活躍できるコミュニティを育成

し､ 公的な福祉サービスと協働して､ 助け合いながら暮らすことのできる地域共生社会を実現

する必要があります｡

【施策の方向】

① 地域で支え合う仕組みづくり

● 共助の拡大､ 強化

・地域での孤立死､ 児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待・子どもの貧困などの問題､ 災害

時における助け合いや､ 公的制度の狭間にある買い物など日常的な生活支援に対するニー

ズは今後ますます多様化し､ 増加することが予想されます｡ 県・市町社会福祉協議会､

民生委員・児童委員､ 地域団体､ ボランティア､ ���､ 企業など､ それぞれの活動主
体の自主性や多様性を尊重し､ 地域で支え合う意識づくりや活動しやすい環境づくり､

協働のための交流・連携を拡大・強化するための施策展開を図ります｡ また､ それぞれ

の団体が共同募金等の手段を有効に活用するなど､ 地域福祉における活動財源を確保す

ることも求められており､ 情報提供等に努めます｡

● 相談・見守り体制の充実

・地域における民生委員・児童委員､ 地域団体､ ボランティア､ ���､ 企業などとの連
携・協働を進めるとともに､ 一人暮らし高齢者や障害者､ 子育て家庭などに対する声か

け・見守り体制､ 相談体制の充実を図ります｡

● 生活支援・子育て支援の充実

・必要なニーズを把握し､ 配食､ 買い物支援などの日常的な支え合いの活動が多様な活動
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第4章

施策の展開



主体との連携・協働により適切に提供されるよう支援を行います｡

・市町が行う生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート役を

担う ｢生活支援コーディネーター (地域支え合い推進員)※１｣ の養成や協議体の設置・

運営等について､ 市町が円滑に取組めるよう支援します｡

・市町が運営するファミリー・サポート・センターの設置促進等に努めるとともに､ 保育

所や病院等に付設された施設での病児・病後児保育の拡充を支援します｡

② 地域住民の交流促進

● 居場所づくりの推進

・商店街の空き店舗や民家､ 学校の余裕教室など身近なところに､ 高齢者､ 障害者､ 子育

て家庭など誰もがいつでも集える場を確保するとともに､ 地域の見守り拠点や交流の場

としての活用が図られるように支援します｡

● 多様な交流の促進

・誰もが集える居場所や､ 生きがいづくり活動・健康づくり活動等に対する支援を通じて､

高齢者､ 障害者､ 子育て家庭など､ 地域住民の世代を超えた､ 幅広い交流を促進します｡

● 社会福祉法人 (施設) の取組み

・地域住民の交流において､ 社会福祉法人の取組みは重要であり､ 施設が地域に開かれた

拠点として持つ機能を活用し､ 施設を拠点とした地域住民との交流を通じて､ 地域のニー

ズに基づいた様々な福祉課題に対する施設と住民等との協働による福祉活動の取組みを

促進します｡

③ 地域福祉に関する情報提供

● 地域資源の情報提供､ 活用促進

・県､ 市町､ 県・市町社会福祉協議会などの広報誌やホームページにより､ 地域福祉に関

する様々な情報を迅速かつきめ細やかに提供します｡

・地域の実情に沿った取組みが積極的に展開されるよう､ 地域住民や福祉活動に関心を持

つ企業などに対して地域の様々な資源に関する情報を提供するとともに､ 活用を促進す

るための環境づくりに努めます｡

【進行管理の目安となる指標】
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

高齢者の声かけ・見守りの実施率
(民生委員・老人クラブによるものを除く)

36.8％
(Ｈ29年７月)

Ｈ32年度 50％



1－2 多様な主体による活動の推進

【現況と課題】

核家族化､ 価値観の多様化などに伴い地域のきずなが希薄化するなか､ 高齢者､ 障害者､ 子

育て家庭などが有する福祉ニーズや地域社会が抱える課題は複雑化・多様化しています｡ こう

した課題に対応するためには､ 地域住民､ 社会福祉法人､ 社会福祉協議会､ 民生委員・児童委

員､ ボランティア､ ���､ 企業等の様々な主体による地域福祉を促進し､ その連携を強化す
ることが必要です｡

また､ 防災､ 防犯､ 交通安全など様々な分野の活動が地域の活性化はもとより､ 地域福祉の

充実や課題解決にもつながることから､ こうした活動の推進も重要です｡
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

生活支援コーディネーター設置市町数 10市町 Ｈ32年度 17市町

地域子育て支援拠点事業実施箇所数 93か所 Ｈ31年度 96か所

ファミリーサポートセンター事業実施市町数 10市町 Ｈ31年度 13市町

一時預かり事業実施箇所数 176か所 Ｈ31年度 189か所

病児・病後児保育事業実施箇所数 20か所 Ｈ31年度 23か所

常設型の居場所設置箇所数
351か所

(Ｈ29年７月)
Ｈ32年度 550か所

地域活動支援センター※２ Ⅰ型
〃 Ⅱ型 利用人員
〃 Ⅲ型

168人／日
102人／日
81人／日

Ｈ32年度
181人／日
106人／日
80人／日

※１ 生活支援コーディネーター (地域支え合い推進員)

生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備とその充実を目的に①資源開発②ネットワークの構築③

ニーズと取組みのマッチングといったコーディネート機能を担う者｡

※２ 地域活動支援センター

障害者が通い､ 地域の実情に応じ､ 創作的活動又は生産活動の機会の提供､ 社会との交流を促進する等

のサービスを受ける事業を実施｡

(Ⅰ型) 相談事業や専門職員の配置による福祉及び地域基盤との連携強化､ 地域住民ボランティア育成､

普及啓発等の事業を実施｡

(Ⅱ型) 雇用・就労が困難な在宅障害者に対して機能訓練､ 社会適応訓練など自立と生きがいを高める

ための事業を実施｡

(Ⅲ型) 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業等を

実施｡



【施策の方向】

① 地域団体､ ボランティア､ ���活動の促進
● 活動の活性化

・ボランティアに関する感動的な活動､ 勇気づけられる活動､ 心温まる活動を顕彰するこ

とにより､ ボランティア活動の活発化と全県的な広がりの機運を高め､ 社会的な認識の

向上を図ります｡

・県民や企業から寄附を募り､ ���の活動を支援する基金制度の適切な運用を通じて､ ���活動資金の安定的確保に寄与するとともに､ ���支援意識の醸成に努めます｡
・地域での活動を望む高齢者に必要な情報提供や活動の場への案内を行う ｢高齢者いきい

き案内所※１｣ を活用し､ 高齢者の社会活動を支援します｡

② 企業等との連携推進

● 企業等との協働による見守り・防災活動等の推進

・日中の地域の見守りや防災活動などについては､ 企業等による人的・物的な協力が欠か

せないことから､ 市町､ 県・市町社会福祉協議会､ 民生委員・児童委員などの情報共有

やネットワーク体制の構築､ 合同防災訓練の実施など､ 企業等が参加・協力しやすい環

境づくりを推進します｡

・市町が認知症高齢者のひとり歩き等に対応できるようにするため､ 警察と連携した認知

症高齢者行方不明等対策連絡会議を活用して､ 見守りのためのネットワークの構築を支

援するとともに､ 民間団体等も参加した ｢かがわ高齢者見守りネットワーク｣ を活用し

て情報交換や研修会を実施し､ 高齢者にやさしい地域づくりを推進します｡

③ 災害に強いまちづくりの推進

● 避難行動要支援者情報の共有

・災害時に要支援者の避難行動が円滑に行われるよう､ 市町に対して､ 名簿情報の更新や

具体的な個別支援計画の作成が進むよう支援します｡

● ボランティア活動の支援

・災害時のボランティア活動が円滑かつ効果的に行えるよう､ 平常時から関係機関・団体

と連携し､ ボランティアの登録や支援体制の整備など活動環境の整備を図るとともに､

関係機関・団体等を対象とした各種研修・訓練等の実施を支援します｡
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④ 交通事故や犯罪のないまちづくりの推進

● 交通安全に関する広報・啓発

・地域全体の交通安全意識を高め､ 交通事故防止の意識を幅広く浸透させるため､ 各種広

報媒体 (ホームページ､ 広報誌､ 新聞､ ラジオなど) を活用した効果的な広報啓発活動

を推進します｡

● 交通安全教育の推進

・関係機関やボランティア団体などと連携し､ 高齢者を中心とした歩行者・自転車・運転

者等の各通行形態に応じた参加・体験・実践型の効果的な交通安全教育を地域全体で推

進します｡

● 地域安全活動の推進

・地域における自主防犯意識の高揚や自主防犯活動の促進を図るため､ 地域の防犯ボラン

ティア団体等が自主的に企画した取組みを効果的に推進するとともに､ ボランティア団

体への研修会等の開催を通じて地域防犯活動の中核を担うリーダーの育成に努めます｡

・地域住民や企業､ 市町など関係機関・団体と連携し､ 県民の自主防犯意識の高揚と自主

防犯活動の活性化を図り､ 犯罪の抑止に努めます｡

● 消費者被害対策としての消費者教育の推進

・地域福祉の担い手である民生委員・児童委員､ また市町社会教育主事・担当者等が集ま

る研修会において､ 地域住民が消費者被害に遭わないように､ 様々な機会を捉えて､ 消

費生活に関する情報提供・啓発を行います｡

⑤ 地域で暮らす外国人住民への支援

● 地域社会に対する意識啓発

・地域の住民一人ひとりが互いの文化や生活習慣などを尊重し､ 安全・安心で豊かな生活

を営むことができるよう､ 気軽に外国人住民と交流できる場を設けるなど意識啓発やネッ

トワークづくりに努めます｡ また､ 一人ひとりが国際交流の担い手となるよう､ 国際交

流員 (ＣＩＲ) の学校への派遣､ 留学生や海外で活躍する県人を活用した学校教育や生

涯学習など､ 異文化理解を深める機会を設けるよう努めます｡

● 外国人住民の社会参加の促進

・外国人住民に意欲や能力を活かすことができる機会を提供できるよう､ イベントの実施

に努めるとともに､ 県内のイベント等の有益な情報発信を多言語にて行うなど､ ホーム

ページ等の充実を図ります｡
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【進行管理の目安となる指標】

1－3 思いやり・支え合いのあるまちづくりの推進

【現況と課題】

核家族化や価値観の多様化に伴い､ 地域のきずなが希薄化し､ 互いを思いやり､ 支え合う福

祉の心が育ちにくくなっています｡ 地域が抱える課題が複雑化・多様化するなか､ 地域福祉を

推進していくためには､ 地域住民一人ひとりが ｢他人事｣ ではなく ｢我が事｣ として福祉への

理解と関心を高め､ 福祉の心を育んでいくことが大切です｡

そのためには､ 幼少期から高齢期に至るまで生涯を通じて､ 幅広く福祉教育・学習の機会を

提供するとともに､ あらゆる機会を活用した積極的な広報・啓発活動を行うことにより､ 地域

福祉に対する住民の意識の醸成を図る必要があります｡

また､ 誰もが地域で安心して暮らしていくためには､ バリアフリー※１やユニバーサルデザ

イン※２に配慮したまちづくりや､ 判断能力が不十分となった方への支援､ 虐待の防止といっ

た権利擁護体制の充実も必要です｡

【施策の方向】

① 思いやり意識の醸成

● 人権意識の高揚

・県民一人ひとりが､ 基本的人権の尊重と様々な人権問題に対する理解を深められるよう､

｢人権週間｣ ｢老人週間｣ ｢障害者週間｣ ｢児童福祉月間｣ などにおける各種行事を通じて､

人権意識の高揚を図ります｡
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

通訳等ボランティア登録件数 311件 Ｈ32年度 350件

高齢者いきいき案内所相談件数 1,684件 Ｈ32年度 4,200件

自主防災組織の活動カバー率 94.5％ Ｈ32年度 100％

交通事故死者数
61人
(Ｈ28年)

Ｈ32年 39人以下

高齢者人口10万人あたりの交通事故による高齢死者数
14.0人
(Ｈ28年)

Ｈ32年 8.7人以下

刑法犯認知件数
6,075件
(Ｈ28年)

Ｈ32年 7,300件以下

※１ 高齢者いきいき案内所

ボランティアなどの社会活動や趣味・健康づくりなど､ 地域での活動を望む高齢者に必要な情報を提供

するとともに活動の場への紹介を行います｡



● 思いやりの意識醸成

・高齢者､ 障害者､ 子どもをはじめ､ 地域を構成するすべての人が個人として尊重され､

積極的に社会参加できるようにするため､ 広報・啓発活動や人権教育を推進するととも

に､ 社会福祉施設､ 公民館､ 隣保館など地域にある様々な資源を活用した多様な交流活

動を促進し､ 思いやりの意識醸成に努めます｡

● ヘルプマークの普及・啓発

・外見から援助や支援を必要としていることが分からない者も､ 適切に援助や配慮を受け

られるよう､ ヘルプマークの普及・啓発に努めます｡

● 地域共生社会の普及・啓発

・地域住民の福祉活動に対する理解と関心を高めるため､ 県の広報誌やホームページ

(｢かがわ健康福祉情報ネットワーク｣ ｢かがわ共助のひろば｣ など)､ 県・市町社会福祉

協議会の広報誌などを活用することにより､ 県民が必要とする福祉に関する様々な情報

の提供を行うとともに､ 各種イベントやフォーラムなどを開催し､ 普及・啓発に努めま

す｡

● 多様な体験・交流機会の提供

・地域福祉活動や社会貢献活動に対する理解の促進を図るため､ ボランティア体験､ 世代

間交流､ 社会福祉施設の開放による地域住民と施設利用者との交流活動など､ 多様な体

験や交流の機会を提供します｡

・県社会福祉総合センターにおいて､ グループ､ 学校､ 企業等を対象とした､ 高齢者の疑

似体験や車いす体験などを実施することにより､ 高齢者や障害者等の気持ちや身体の変

化を知り､ 高齢者等と共に生きる社会を考える機会を提供します｡

● かがわ思いやり駐車場制度※３の普及

・障害者､ 介護の必要な高齢者､ 妊産婦などの移動に配慮した社会づくりを推進するため､

｢かがわ思いやり駐車場制度｣ の普及や駐車区画の確保を図るとともに､ 適切な駐車場

利用の促進に努めます｡

② 福祉教育・学習の推進

● 学校における福祉教育の推進

・福祉教育・学習に関する情報提供の充実を図ります｡ 小学生向け副読本 ｢支えあうから

｢人｣｣ の提供などにより､ 学校教育現場における福祉教育を支援するとともに､ 子ども

たちの地域福祉活動への参加を促進します｡
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・小・中学生・高校生向けに高齢者や体の不自由な方の困りごとについて理解を深め､

｢介護｣ の仕事の重要性等を伝えるため､ 出前授業を実施し､ 互いに支え合う意識の高

揚と､ 介護の仕事等への関心を高めます｡

● 地域ぐるみの福祉教育の推進

・地域住民の ｢福祉の心｣ が一層深まるよう､ 地域ぐるみで福祉教育を推進し､ 家庭､ 学

校､ 社会福祉施設､ 社会福祉協議会等が一体となった連帯の輪を広げます｡

・子どもたちが多様な体験活動や交流を経験し､ 豊かな成長がかなえられるよう､ 地域住

民や県・市町社会福祉協議会をはじめとした団体などが連携・協力しながら､ 福祉に関

する体験活動や体験学習を推進するなど､ 地域社会全体で子どもを育てる機運を醸成し

ます｡

・ボランティア活動等を通して教育活動を支援する地域住民やボランティア団体などを募

集することにより､ 地域の教育力を学校教育活動に生かすための仕組みづくりや機運の

醸成を図るとともに､ 学校と地域住民や団体などをつなぐ人材育成を支援します｡

● 生涯学習の機会の充実

・地域活動やボランティア活動への参加を促すため､ 県・市町社会福祉協議会などが行う

福祉ボランティア体験講座や､ ボランティア・���交流集会の開催等に対する支援に
努めます｡

③ バリアフリーとユニバーサルデザインの推進

● バリアフリーとユニバーサルデザインによるまちづくりの推進

・福祉のまちづくりを推進するため､ ホームページやパンフレット等による幅広い広報啓

発活動を行うとともに ｢香川県福祉のまちづくり条例｣ に基づいた､ 公共的施設や公共

交通機関などのバリアフリー化を推進します｡

・高齢者､ 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律における重点整備地区※４等に

おいて､ 歩行者と自転車の通行区分を明確にする歩道や自転車走行指導帯等の整備によ

り安全な歩行空間を形成するとともに､ 歩道部のバリアフリー化を行うことにより､ 高

齢者や障害者などに配慮した安全で快適な交通環境の整備を図ります｡

・高齢者や障害者が積極的に社会参加できるよう､ 周囲の人が高齢者や障害者に対する理

解を深める ｢心のバリアフリー｣ についての広報・啓発活動を行うとともに､ 各種施策

や福祉サービス事業所など生活に必要な情報を容易に入手できるよう､ ホームページの

充実や多様な情報サービスを利用できる環境づくりに取り組むなどの ｢情報のバリアフ

リー｣ を促進します｡ また､ 障害者のコミュニケーションを支援する手話通訳者や要約

筆記者､ 点訳・音訳ボランティア等の人材養成を進めるとともに､ 通訳者派遣などのコ
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ミュニケーション支援事業の充実を市町に働きかけるなど ｢コミュニケーションのバリ

アフリー｣ を推進します｡

・ユニバーサルデザインの理念の普及を促進するとともに､ 施設整備や情報提供､ ものづ

くりなどあらゆる面において､ ユニバーサルデザインに配慮した､ 誰もが暮らしやすい

まちづくりを推進します｡

④ 権利擁護体制の充実

● 権利擁護体制の充実

・認知症､ 知的障害､ 精神障害などにより判断能力が不十分となった人が地域で安心して

暮らせるよう､ 生活面の支援を行うとともに､ その人の権利を守る体制の整備を推進し

ます｡

● 日常生活自立支援事業の促進

・判断能力が不十分な人を対象に､ 福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを行

う日常生活自立支援事業について､ より多くの対象者が利用できるよう､ 広報・啓発活

動を行うとともに､ 潜在的なニーズを発掘し支援の開始に結びつけられるよう､ 県・市

町社会福祉協議会､ その他関係機関との連携強化に努めます｡

・県・市町社会福祉協議会との連携により､ 生活支援員や専門員に対する研修を実施し､

支援を行う人材の育成や資質の向上に努めます｡

● 成年後見制度の普及啓発､ 市民後見人などの人材育成と体制整備の支援

・高齢化の進展に伴い､ 認知症等により判断能力が不十分となった方の権利を守るために､

必要性が高まっている成年後見制度に関する普及啓発を行います｡

・成年後見を担う人材の育成と支援体制の強化を図るため､ 市町の行う市民後見人の養成

や市町社会福祉協議会の行う法人後見等の体制整備を支援します｡

・相談窓口である市町及び家庭裁判所等関係機関と連携して成年後見制度の利用を促進し

ます｡

● 虐待防止の推進

・児童､ 高齢者及び障害者などに対する家庭や施設､ 事業所における虐待を防止するため､

市町における関係機関からなるネットワークの活動を支援するとともに､ 子ども女性相

談センター､ 地域包括支援センター､ 市町障害者虐待防止センター等関係機関と連携し､

児童等に対する虐待の未然防止､ 早期発見､ 早期対応等に努めます｡

・虐待に対する認識を高めるための啓発や､ 市町職員等の専門性向上のための研修を実施

するほか､ 高齢者・障害者虐待の相談窓口が市町 (地域包括支援センター等) にあるこ

20



とや､ 高齢者・障害者虐待を発見した者は市町への通報が必要であることを周知するな

ど､ 早期発見・早期対応できる体制整備を行えるよう支援に努めます｡

【進行管理の目安となる指標】
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

かがわ思いやり駐車場利用証交付件数 7,675件 Ｈ32年度 12,600件

福祉教育やボランティア学習に取り組んでいる市町社
会福祉協議会数

15市町 Ｈ35年度 17市町

手話ボランティア登録数 611人 Ｈ32年度 691人

点訳ボランティア登録数 164人 Ｈ32年度 177人

音訳ボランティア登録数 131人 Ｈ32年度 140人

パソコンボランティア養成数 303人 Ｈ32年度 332人

福祉のまちづくり条例適合証交付施設数 202施設 Ｈ32年度 220施設

日常生活自立支援事業利用者数 565人 Ｈ32年度 690人

市民後見人養成事業実施市町数 2市町 Ｈ32年度 5市町

法人後見実施市町社会福祉協議会数 13市町 Ｈ35年度 17市町

※１ バリアフリー

高齢者や障害者などが社会生活していくうえでの様々な障害 (バリア) を除去すること｡

※２ ユニバーサルデザイン

いろいろな人にとって利用しやすいデザイン､ 設計のことを言い､ 障害者や高齢者が利用しやすいデザ

イン､ 設計は､ だれにも利用しやすいものとなることを前提に､ まちづくり､ ものづくり､ 環境づくりな

どを行っていこうとする考え方｡

※３ かがわ思いやり駐車場制度

公共的施設 (官公署やショッピングセンターなど) に設置されている障害者等用駐車場を適正にご利用

いただくため､ 障害のある方や要介護高齢者､ 妊産婦など移動に配慮が必要な方に､ 県が ｢かがわ思いや

り駐車場利用証｣ を発行することにより､ 利用者を明確にし､ 駐車場管理者等のご協力を得ながら､ 不適

切な駐車場利用を解消し､ 障害のある方等に配慮した環境づくりを推進する制度｡

※４ 重点整備地区

旅客施設や病院､ 福祉施設など高齢の方や障害のある方などが利用する施設が集まった地区｡



1－4 総合的な支援の展開

【現況と課題】

様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり､ 個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え､ 複

合的な支援を必要とするといった状況がみられ､ 対象者ごとに縦割りで整備された公的な支援

制度の下で､ 対応が困難なケースが浮き彫りとなっています｡

これら地域における多様な支援ニーズに的確に対応していくためには､ 公的支援が､ 個人の抱え

る個別課題に対応するだけでなく､ 個人や世帯が抱える様々な課題に包括的に対応していくこと､

また､ 地域の実情に応じて､ 分野をまたがって総合的に対応していくことが必要になっています｡

【施策の方向】

① 分野横断的な福祉サービス等の展開

● 共生型サービスの推進

・高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため､ 介護保険と障害福

祉両方の制度に平成30年４月から共生型サービスが創設されることから､ 制度の周知を

図りニーズに応じたサービスの提供につなげます｡

・介護保険､ 障害福祉､ 児童福祉等のサービスを組み合わせて提供する際のメリットや課

題を整理し､ 情報提供や普及啓発を図ることにより､ 共生型サービスを推進します｡

● 医療的ケア児※１等への総合的な支援体制

・医療的ケア児等が適切な支援を受けられるよう､ 県､ 各圏域等において､ 保健､ 医療､

障害福祉､ 教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置するとともに､ 各圏

域において､ 保健､ 医療､ 障害福祉などの関連分野の支援を調整するコーディネーター

の配置を進めるなど､ 総合的な支援体制を整備します｡

② 生活困窮者への支援

● 生活困窮者自立支援法に基づく支援

・生活困窮者の支援体制として､ 平成27年度から施行された生活困窮者自立支援法に基づ

き､ 生活困窮者からの相談に応じ､ 必要な情報の提供・助言等を行う窓口を設置すると

ともに､ 地域の実情に応じ､ 法に基づく各種支援を実施します｡

・また､ 関係機関や他制度による支援に適切につなぐとともに､ 民生委員・児童委員や自

治会､ ボランティア等によるインフォーマルな支援活動の協力を得ながら､ 自立支援を

行います｡

・相談支援員等の研修などを実施し､ 支援体制の充実を図るとともに､ 関係機関との連絡

強化のため､ 情報交換､ 支援方法の共有等に取り組みます｡
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③ 居住に課題を抱える住民への支援

● 住宅確保要配慮者に必要な住宅を確保するための環境づくり

・住宅セーフティネット制度※２や住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の情

報を県民に提供するとともに､ 適切に運営管理されるよう指導監督を行います｡ また､

国等による支援制度の周知に努めます｡

【進行管理の目安となる指標】

2－1 地域における人づくりの推進

【現況と課題】

少子高齢化の進展などに伴い､ 地域福祉活動の担い手が不足するとともに､ 担い手の固定化

や高齢化､ 後継者不足が課題となっています｡ 担い手の不足は地域における支え合い機能の低

下を招くだけでなく､ 将来的な集落機能の崩壊にもつながるおそれがあることから､ 地域福祉

活動の担い手の確保・育成が重要となっています｡

また､ 地域福祉活動を効果的・効率的に推進するためには､ 住民の立場で活動の取りまとめ

を行うリーダーの存在や､ 専門的な知識と技術を有し､ 地域全体のコーディネートを行うコー

ディネーターの存在が必要とされています｡
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

医療的ケア児等のための関係機関の協議の場 (圏域)
の設置

－ Ｈ32年度 ６か所

※１ 医療的ケア児

人工呼吸器やたんの吸引､ 胃ろうによる栄養の注入などの生活支援が日常的に必要な子ども｡

※２ 住宅セーフティネット制度

低額所得者､ 高齢者､ 障害者､ 子育て世帯などの住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の供給を促進

するため､ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度や登録住宅の改修等への経済的支

援､ 住宅確保要配慮者への居住支援などの施策を総合的かつ効果的に推進する制度｡

重重点点課課題題２２ 福福祉祉をを担担うう人人づづくくりり



【施策の方向】

① 地域における担い手の育成支援

● 住民参加のきっかけづくり

・ボランティア・���活動への理解を深め､ 参加するきっかけとなるよう､ ホームペー
ジやメールマガジンをはじめとする様々な広報媒体を活用した情報提供や広報啓発を行

うとともに､ ���ネットワークプラザにおける相談､ 情報収集・提供機能の充実に努
めます｡

・ボランティア・���活動を行う人々や関心を持つ人々の交流や意見交換の場を側面的
に支援することや､ ボランティア・���活動などをテーマとした出前講座を開催する
ことにより､ 広く県民に対して活動への理解と参加を促進します｡

・元気な高齢者をはじめとする地域住民が地域福祉の担い手となり､ 十分に力を発揮でき

るよう､ 活動に必要な知識を得るための研修の機会や活動を支える体制づくりを支援し

ます｡

・認知症の人や家族が安心して生活できる地域づくりを推進するため､ 認知症サポータ

ー※１の養成とその養成講座の講師役となる認知症キャラバン・メイト※２の養成に取

り組みます｡

● 子どもの福祉意識の醸成

・子どもたちの福祉に関する関心が高まり､ 思いやりや支え合いの心が育つよう､ 地域住

民や県・市町社会福祉協議会をはじめとした団体などが連携・協力しながら､ 地域ぐる

みの福祉教育や福祉に関する体験活動､ ボランティア活動を推進するなど､ 地域社会全

体で子どもを育てる機運を醸成します｡

② 福祉活動の中核となる担い手の育成

● 住民リーダーの育成支援

・自治会役員や民生委員・児童委員など､ 地域福祉活動のキーパーソンとなる人材を地域

福祉のリーダーとして養成します｡

● 地域福祉コーディネーターの育成

・福祉の専門的知識を持つ社会福祉協議会や社会福祉施設の職員等を対象としたコーディ

ネーター養成研修を段階的・継続的に開催することにより､ コミュニティソーシャルワー

カー※３など地域福祉活動のコーディネートを行う人材の育成と資質の向上に努めます｡

③ 民生委員・児童委員活動の充実

● 担い手の確保､ 育成
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・住民の立場に立って相談・援助活動を行う民生委員・児童委員は､ 地域福祉活動の重要

な担い手であることから､ 市町､ 県・市町社会福祉協議会等との連携強化のもと､ 担い

手の確保と活動の充実強化を図ります｡

・複雑・多様化する福祉ニーズに対応するため､ 研修の充実に努めます｡

● きめ細やかな連絡体制づくり

・民生委員・児童委員活動に必要な個人情報が適切に提供されるよう､ 市町などの関係機

関とのきめ細やかな連絡体制づくりに努めます｡

【進行管理の目安となる指標】
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

ボランティア活動をしたことがある人の割合 46％ Ｈ32年度 55％

認知症サポーター養成数 74,207人 Ｈ32年度 120,000人

認知症キャラバン・メイト養成数 986人 Ｈ32年度 1,300人

※１ 認知症サポーター

認知症について正しい知識を持ち､ 認知症の人や家族を応援し､ 普段の生活の中でできる手助けを行う

ボランティア｡

※２ 認知症キャラバン・メイト

地域や職域､ 学校等の地域住民を対象に､ ｢認知症サポーター養成講座｣ を企画・開催し､ 認知症に対す

る正しい知識や具体的な対応方法について伝える講師としての役割を担う者｡ 所定の養成研修を受講し登

録する必要がある｡

※３ コミュニティソーシャルワーカー

地域において､ 生活上の課題を抱える人々の生活圏や人間関係など環境面を重視した支援を行い､ 適切

なサービスに結びつけるとともに､ 新たなサービスを開発したり公的制度との調整を行ったりするスタッ

フ｡



2－2 福祉人材の養成・確保と資質向上

【現況と課題】

本県では､ 全国平均に比べ早く高齢化が進んでおり､ 福祉ニーズの増大が見込まれる中､ 福

祉分野においては慢性的な人材不足にあることから､ 福祉人材の確保は喫緊の課題となってい

ます｡

このため､ 質の高い福祉人材の安定的な確保を行うとともに､ 資質の向上や定着に向けた支

援を行うことが求められています｡

【施策の方向】

① 福祉人材の安定的確保

● 福祉人材センター※１の活用

・県では､ 福祉人材の確保を図るため､ 県社会福祉協議会に委託して､ 福祉人材センター

を開設し､ 無料職業紹介､ 職場説明会や講習会の開催などを通じて従事希望者の就業を

支援するとともに､ 資格を有しながらも施設で働いていないが､ 働く意欲をもっている

潜在保育士や介護福祉士等に対し､ 専門員を配置し､ 就職相談や職業紹介をとおして再

就業を働きかけます｡ また､ 社会福祉事業経営者からの人材確保や処遇改善等に関する

相談に応じるほか､ 経営者等を対象とした研修を行います｡

● 福祉の仕事に関する広報・啓発

・ ｢介護の日｣ の啓発や､ 福祉の仕事に関する啓発資料の作成・配付､ 広報誌・ホームペー

ジなどを活用した情報提供を行うことにより､ 福祉系高校や介護福祉士養成施設への進

学､ 福祉職場への就業を促進します｡

② 福祉人材の資質向上と定着支援

● 福祉人材の育成支援

・福祉職員のキャリアや役職ごとに段階的・継続的に学ぶための研修や問題解決能力を高

めるための実践を重視した研修､ 課題別・テーマ別の研修などの充実を図り､ 福祉職員

の資質向上を促進します｡

● 福祉人材の処遇改善

・介護職員の定着を支援するため､ 介護職員処遇改善加算制度について事業所に周知し､

制度の活用を促すとともに､ 職員の経験や能力を正当に評価する仕組みの構築を支援す

るなど､ 職員の処遇改善を促進します｡
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・保育士として技能・経験を積んだリーダー的な職員を対象に､ 専門性の向上を図るため

の研修を実施することにより､ 保育士の職務・職責に応じた処遇改善を図ります｡

● 魅力ある職場づくり

・社会福祉施設管理者を対象とした､ 職員が働きやすい魅力ある職場づくりのための研修

を実施し､ 福祉職員の定着に努めます｡

・社会福祉事業経営者等に対する研修や相談を実施するほか､ (独) 福祉医療機構が実施

する ｢社会福祉施設職員等退職手当共済事業※２｣ に対する助成などにより､ 福祉職場

の処遇改善と魅力向上に努めます｡

【進行管理の目安となる指標】
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

保育士人材バンクを通じて復職した保育士数 196人 Ｈ31年度 358人

社会福祉士登録者数 1,801人 Ｈ32年度 2,100人

介護福祉士登録者数 13,612人 Ｈ32年度 17,100人

介護職員数
16,534人
(Ｈ27年度)

Ｈ32年度 18,500人

介護職員初任者研修修了者数 2,233人 Ｈ32年度 4,200人

介護支援専門員※３登録者数 6,251人 Ｈ32年度 6,600人

相談支援従事者初任者研修※４修了者数 1,821人 Ｈ32年度 2,091人

サービス管理責任者※５研修修了者数 1,775人 Ｈ32年度 2,310人

※１ 福祉人材センター

社会福祉事業や施設等の経営者に関する啓発活動､ 施設等の経営者に対する相談・援助､ 施設職員等の

従事者やその希望者に対する研修等を行う機関として､ 本県では香川県社会福祉協議会を指定している｡

※２ 社会福祉施設職員等退職手当共済事業

社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき､ 社会福祉施設等の職員が退職した場合に､ その職

員に退職手当金の支給を行う事業｡

※３ 介護支援専門員 (ケアマネジャー)

指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に配置され､ 要介護者等からの相談を受けたり､ 心身の状況等

に応じた適切な居宅サービスや施設サービスを利用できるよう､ 市町や居宅サービス事業者､ 介護保険施

設等との連絡調整等を行う｡

また､ 要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識や技術を有する者とし

て､ 介護サービス計画 (ケアプラン) の作成等の業務を行う｡



3－1 利用者本位のサービス提供に向けた支援体制の充実

【現況と課題】

サービスの提供に当たっては､ 利用者一人ひとりのニーズに適切に対応できる仕組みや体制

づくりが必要であり､ 必要なサービスを総合的に切れ目なく提供していくことが求められてい

ます｡

いつでも気軽に相談でき､ 複雑な問題にも的確に対応できるよう､ 福祉､ 介護､ 保健､ 医療

などの役割分担や連携を密にした相談支援体制や身近な相談窓口の整備が求められています｡

【施策の方向】

① 福祉､ 介護､ 保健､ 医療の連携

● 地域包括ケア体制の推進

・市町が行う生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート役を

担う ｢生活支援コーディネーター (地域支え合い推進員)｣ の養成や協議体の設置・運

営等について､ 市町が円滑に取組めるよう支援します｡

・在宅医療・介護連携を推進するため､ 医師等を対象に在宅医療に関する理解の向上等を

目的とした研修会を実施するとともに､ 地域の医療機関等において在宅医療に携わるコー

ディネーターを養成するほか､ 市町職員等を対象に多職種連携を図る研修等を企画・実

施できる人材を養成するなど､ 在宅医療・介護を担う人材の育成に努めます｡

・地域包括ケアシステム※１の構築に資する取組みの一つである地域ケア会議を市町の地

域包括支援センターにおいて円滑に開催できるよう､ 必要な研修や先駆的な取組みの紹

介､ 専門職の派遣調整等を行い､ 地域包括支援センターの体制強化を促進します｡
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※４ 相談支援従事者初任者研修

地域の障害者等の福祉に関する問題について､ 障害者､ 介護者､ 障害児の保護者からの相談に応じ､ 必

要な情報の提供や助言を行うとともに､ これらの者と市町や指定障害福祉サービス事業者との連絡調整等

を総合的に行う相談支援従事者や各事業所に必ず１人以上設置され障害者等からの相談に応じる相談支援

専門員が必ず受講しなければならない研修｡

※５ サービス管理責任者

各事業者の障害福祉サービス全体を管理し､ サービスを提供している職員に対し適切な指示をする役割

を持ちサービス管理責任者研修を受講した者｡ 障害福祉サービス事業所において､ 配置することになって

いる｡

重重点点課課題題３３ 安安心心とと自自立立をを支支ええるる基基盤盤づづくくりり



② 相談体制の充実強化

● 地域における相談支援体制の充実

・地域における相談機関 (民生委員・児童委員､ 市町社会福祉協議会､ 市町､ 地域包括支援

センター､ 市町障害者虐待防止センター､ 地域自立支援協議会など) と県が設置する各種

相談機関 (保健福祉事務所､ 障害福祉相談所､ 精神保健福祉センター､ 子ども女性相談セ

ンターなど) との重層的なネットワークの強化と一貫した相談体制の充実に努めます｡

・育児と介護を同時に担うといったダブルケアの問題も増加しており､ 各分野における相

談・支援機関が､ 介護や子育てなどの様々な生活課題を把握した場合に､ 適切な連携が

図れるよう､ 先進事例等の市町への情報提供に努めるとともに､ 各分野の相談窓口や関

連施策についての相互理解が深まるよう子育てや介護分野等の従事者に対する研修に取

り組みます｡

● 情報提供体制の充実

・相談者の多様なニーズに対応するため､ 地域における相談機関や県が設置する各種相談

機関の情報が的確に相談者に届くよう､ 広報誌やホームページなど様々な情報提供媒体

を活用した情報提供体制の充実に努めます｡

● 相談機関の専門性の向上

・年々複雑化・高度化する様々な相談に対応するため､ 相談機関の専門性の向上に努めます｡

③ 県､ 市町､ 民間組織・団体の連携

● 関係機関との協働と適切な役割分担

・利用者の多様なニーズに対応するため､ 行政と社会福祉協議会をはじめとする福祉活動

団体､ ���法人などの組織その他の民間団体が協働することができるよう､ 広域的な
視点に立った適切な役割分担の調整､ 連携のためのコーディネートに努めます｡

● 適切な情報共有体制の構築

・地域において､ 福祉サービスを必要とする人が適切にサービスを選択し活用するため､

行政､ 社会福祉法人､ 医療法人､ 公益法人などだけでなく､ 営利法人､ ボランティア団

体､ ���法人､ 地域団体など多種多様な主体が参入し､ 公的サービスでは対応しきれ
ないきめ細やかなサービスを住民の要望に応じて柔軟に提供できるよう､ 適切な情報共

有体制の構築を図ります｡

④ 県・市町社会福祉協議会活動の充実

● 県社会福祉協議会への支援

29



・関係機関と相互に連携を図りながら､ 地域福祉推進のためのネットワークの中心となり､

市町社会福祉協議会をはじめ福祉関係団体の育成支援にあたっている県社会福祉協議会

の広域的な活動を支援します｡

● 地域福祉活動計画の推進支援

・社会福祉協議会は､ 社会福祉法で地域福祉を推進する中心的な団体として定められてい

ることから､ 市町の地域福祉の取組みが推進されるよう､ 県・市町社会福祉協議会の地

域福祉活動計画の策定・推進を支援します｡

⑤ 地域におけるネットワークづくり

● 地域のネットワークづくり

・地域における孤立､ 自殺､ ひきこもり､ 虐待､ 配偶者からの暴力､ 悪質商法の増加など

の課題や､ 個々の自助努力では対応しきれない犯罪や災害に対して地域住民､ 福祉関係

者､ 民生委員・児童委員､ ボランティア､ ���や企業などがお互いに連携し､ 地域社
会全体で取り組むネットワークを構築します｡

・福祉分野におけるセーフティネットとしての役割を果たしている生活福祉資金貸付制度

の普及啓発を図るとともに､ 適切な制度の運用に努めます｡

● 地域ぐるみでの安全確保

・災害に備え､ 日頃から関係機関・団体との連携を図り､ 自治会や民生委員・児童委員の

協力を得て､ 地域ぐるみで日頃から安全確保に努めるとともに､ 高齢者や障害者などの

要支援者の把握､ 情報の共有､ 災害時の避難誘導､ 安否確認や連絡体制､ 福祉避難

所※２の整備を支援します｡

【進行管理の目安となる指標】
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

指定一般相談支援事業 (利用人員) 3人／月 Ｈ32年度 33人／月

指定特定相談支援事業 (利用人員) 6,149人／月 Ｈ32年度 6,736人／月

障害児相談支援事業 (利用人員) 1,480人／月 Ｈ32年度 1,858人／月

※１ 地域包括ケアシステム

地域の実情に応じて､ 高齢者が､ 可能な限り､ 住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう､ 医療､ 介護､ 介護予防､ 住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保

される体制｡



3－2 福祉サービスを適切に利用できる環境づくり

【現況と課題】

福祉サービス提供事業者と利用者は､ 対等な関係とは言え､ 苦情や不満が十分に表明しにく

い場合も考えられることから､ 苦情解決体制の充実を図り､ 利用者の立場に立った質の高い福

祉サービスの提供を確保することが必要です｡

【施策の方向】

① 福祉サービス苦情解決体制の整備

● 事業者による苦情解決体制の整備

・苦情解決責任者や苦情受付担当者の配置など､ 社会福祉施設が実施する苦情解決窓口の

整備を推進します｡

● 福祉サービス運営適正化委員会※１における苦情解決体制の充実

・事業者段階では解決困難な苦情を解決するため､ 県段階の苦情解決機関として､ 県社会

福祉協議会に設置している福祉サービス運営適正化委員会による迅速・的確な苦情解決

体制の充実を支援します｡

② 福祉サービス第三者評価制度※２等の推進

● 自己評価の促進

・事業者においては､ 条例により自己評価と外部評価の実施の努力義務が規定されていま

す｡ 自ら提供するサービスについて､ 一定の基準により自己評価を行いサービスの水準

を点検し､ その結果に基づいた改善等を行うことにより､ 福祉サービスの質の向上が期

待されることから､ 事業者の自己評価への取組みを促進します｡

● 第三者評価の受審促進

・事業者の提供する福祉サービスの質を､ 当事者以外の公正・中立な第三者機関が専門的・

客観的な立場から評価する福祉サービス第三者評価制度については､ 本県では平成19年

度から本格的な運用を行っています｡

・受審済証の作成・交付､ 各種団体への説明など制度の普及・啓発と受審促進に向けた取
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※２ 福祉避難所

災害時に､ 高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児など特別な配慮を必要とする人を受け入れるため､ 市町が

指定する避難所｡ 配慮を必要とする人の円滑な利用の確保や相談体制の整備など一定の指定基準がある｡



組みに努め､ より多くの事業所に第三者評価を受審してもらうことにより､ サービスの

質の向上を図ります｡

【進行管理の目安となる指標】

3－3 福祉サービスの情報提供体制の充実

【現況と課題】

福祉サービスの利用者は､ それぞれの心身の状況､ 生活環境等の相違により､ 必要とする福

祉サービスが異なるため､ 自らの生活上の課題を解決するためには､ 的確な選択・利用を行う

ことが重要であり､ その判断の材料となる情報の提供が必要です｡

また､ 福祉サービス提供事業者においても､ 利用者が必要とする情報を適正に提供するとと

もに､ 健全な運営を行うことが必要です｡

【施策の方向】

① 情報提供体制の整備促進

● 多様な情報提供体制の整備

・地域住民の福祉活動に対する理解と関心を高め､ 福祉マインドの醸成を図る観点から､

インターネットの活用のほか広報誌等の様々な方法により､ 福祉に関する様々な情報の

提供を行います｡

32

項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

福祉サービス第三者評価受審施設数 54施設 Ｈ35年度 96施設

※１ 福祉サービス運営適正化委員会

個々の処遇の内容等に関する苦情や当事者同士 (福祉サービス利用者とその提供者) の話し合いでは､

解決が困難な場合があるため､ 社会福祉法第83条の規定に基づいて､ 香川県社会福祉協議会に設置してい

る中立・公正な第三者機関である福祉サービス運営適正化委員会において､ 苦情の解決を図るもの｡

※２ 福祉サービス第三者評価制度

事業者の提供する福祉サービスの質を､ 当事者 (事業者及び利用者) 以外の公正・中立な第三者機関が､

専門的かつ客観的な立場から評価するもので､ 個々の事業者が､ 事業運営における具体的な問題点を把握

して､ 福祉サービスの質の向上を図るとともに､ 評価結果が､ 利用者の適切なサービスの選択に資するた

めの情報となることを目的としたもの｡



● 情報入手の円滑化

・情報を必要とする人に､ 情報が適切かつ容易に届くことが重要であり､ 市町と連携しな

がら､ 窓口における情報提供はもとより､ 広報誌や回覧板､ インターネット等ニーズに

応じた効果的な情報提供に努めます｡

② 事業者による情報提供の促進

● 自己評価､ 第三者評価等の結果開示の促進

・事業者は､ 事業運営に関する自己評価などを実施し､ 利用者の立場に立った良質な福祉

サービスを提供するよう努める必要があるため､ 事業運営に関する様々な情報､ 自己評

価や第三者評価の結果の積極的な開示を促進します｡

● 利用者のニーズに即した情報提供の促進

・事業者が提供するサービスの内容や特色など､ 利用者が必要とする情報の積極的な提供

を促進します｡

【進行管理の目安となる指標】

4－1 市町への支援

【現況と課題】

市町には､ 地域が抱える課題や福祉ニーズに即した福祉行政を進めることが求められていま

す｡ 地域住民や専門職等の参加を得て､ 市町地域福祉計画の策定に積極的に取り組むとともに､

地域福祉を総合的・計画的に推進していくことが必要です｡

【施策の方向】

① 市町地域福祉計画の総合的・計画的な推進

● 計画策定の意義､ 効果

・地域の課題や福祉ニーズに即した施策を展開するため､ 社会福祉法第107条の規定に基

づく市町地域福祉計画の策定と計画の推進を支援します｡
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

香川県健康福祉関係情報
ホームページアクセス件数 (年度内)

87,725件 Ｈ35年度 95,000件

重重点点課課題題４４ 市市町町へへのの支支援援､､ 計計画画のの推推進進



・福祉現場の状況と計画との整合性が保たれるとともに､ 実効性のある目標が設定される

よう､ 市町への有益な情報提供を行うほか､ 市町との情報交換､ 意見交換に努めます｡

② 情報共有等円滑な推進に対する支援

● 情報共有､ 意見交換等の機会を活用した連携

・社会福祉をめぐる状況や国における制度改正の動き､ 新たな事業の創設等の情報を迅速

に市町に情報提供するなど､ 市町との積極的な情報共有に努めます｡

・地域福祉の課題の解決にあたっては､ 地域住民等と密接に関わる市町の役割が重要であ

ることから､ 県､ 市町等が意見交換等を行う機会を活用し､ 先進事例の共有を図るとと

もに､ 地域福祉施策に関する協議・検討を行うことにより､ 課題解決につなげます｡

【進行管理の目安となる指標】

4－2 計画の推進

【現況と課題】

本計画を実効性のあるものとするためには､ 計画に掲げた施策の進捗状況や指標の達成度に

ついて､ 定期的に把握し評価するとともに､ 状況に応じて見直し等も検討するなど､ 適切に進

行管理することが求められます｡

【施策の方向】

① 計画の進行管理

● 適切な進行管理と社会福祉審議会の意見聴取

・計画に掲げた施策の進捗状況や指標の達成度について､ 定期的に把握し評価を行うとと

もに､ 市町地域福祉計画の策定状況等を踏まえ､ 適宜指標を設定するなど､ 適切な進行

管理を行います｡ また､ 進行管理に当たっては､ 香川県社会福祉審議会に諮って意見を

聞くこととします｡

● 市町との連携

・計画の実効性を確保するためには､ 市町における現状を把握することも重要であること

から､ 市町との意見交換を行うなど､ 市町と密接に連携します｡
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項 目 Ｈ28年度末 目標年次 目標水準

地域福祉計画策定市町数 15市町 Ｈ35年度 17市町



【進行管理の体制】
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① 地域福祉について､ 課題や問題点は何か｡

○ 一人暮らし高齢者､ 障害者､ 子育て家庭等何らかの支援を必要とする方への見守り体制

の構築・維持

○ 災害時に特に配慮を必要とする方への対応

○ 地域における連帯感の希薄化､ 地域コミュニティへの無関心､ 自治会未加入世帯の増加､

交流機会の減少

○ 福祉ニーズの多様化・複雑化､ 対応できるスタッフの不足

○ 地域福祉を推進するリーダーの不足・高齢化・固定化

○ 支え合う意識の低下､ 学校や地域における取組みの重点化

○ 高齢者等の移動手段の確保 (交通弱者､ 買い物弱者等)

○ 少子化対策､ 子育て家庭への支援

② ①の課題や問題点に対し､ どのような施策を行っているか｡ または､

行いたいか｡

【地域と交流が少ない要配慮者 (一人暮らし高齢者､ 障害者､ 子育て家庭等) の

増加などによる孤立化､ 見守り体制の構築・維持】

○ 地域づくりの担い手となるべき者の養成

○ 自治会等への見守り活動支援

○ 相談事業の充実

【災害時に特に配慮を必要とする方への対応】

○ 市が作成した避難行動要援護者名簿のうち､ 本人の同意を得られた者の名簿を各コミュ

ニティ､ 市社会福祉協議会へ提供

○ 避難行動要支援者名簿の複本を地域に提供し､ 地域の中で情報把握と情報更新を実施

【地域における連帯感の希薄化､ 地域コミュニティへの無関心､ 自治会未加入世帯の増加､

交流機会の減少】

○ ご近所での支え合い､ 見守り活動ネットワーク事業の推進｡ ふれあい・いきいきサロ

ン､ 三世代交流事業などの実施
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【福祉ニーズの多様化・複雑化､ 対応できるスタッフの不足】

○ 総合相談､ 生活支援の体制づくり

○ 生活困窮者支援事業や香川おもいやりネットワークなどの各種福祉施策との連携

○ 各圏域 (単位自治会､ 小学校区､ 市全域､ 中讃圏域､ 県圏域) ごとの､ 住民､ 専門職､

当事者を含めたネットワークづくり

【地域福祉を推進するリーダーの不足・高齢化・固定化】

○ ボランティア､ 福祉活動担い手の育成や活動支援

○ ボランティア養成講座開催､ サロンリーダー会研修の開催

【支え合う意識の低下､ 学校や地域における取組の重点化】

○ 福祉教育の充実

【高齢者等の移動手段の確保 (交通弱者､ 買い物弱者等) 】

○ 買い物支援

○ 路線網の再構築

【少子化対策､ 子育て家庭への支援】

○ 一時的な子育てを助け合う有償ボランティアの登録

③ 住民が主体となって地域福祉に参加するきっかけづくりとして､

取り組んでいる事例

○ 福祉協力員研修

○ 介護予防ボランティアの養成講座､ 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､ 認知症キッズサポーター養成講座

○ 地区社協開催の各種行事への参加促進

○ ホームページ・広報誌での情報提供

○ あいさつや声かけ運動の推進

○ まちづくり推進隊の活動
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④ 住民が主体となって継続的に地域福祉に取り組んでいる事例

○ 防犯・防災活動訓練､ 自主防災活動､ 避難行動要支援者登録

○ ふれあいいきいきサロン (身近な地域の居場所づくり)

○ 有償でのごみ出し､ 買物代行､ 掃除などの支援

○ 弁当の配食､ ふれあい会食 (安否確認､ 声賭け)

○ 世代間交流事業

(地区運動会､ 清掃活動､ 盆踊り大会､ 敬老会､ 健康ウォーキングイベント等)

○ 介護サポーター有志で介護予防普及､ ひとり暮らし高齢者への声かけ活動

○ 地域のボランティアグループによる認知症対策講演会等の実施

○ 児童見守り巡回パトロール

○ 子ども達のための食育活動 (親子で郷土食､ 伝統食等の食育実習)

⑤ ④の事例について､ どのような支援を行っているか｡

○ 避難行動要支援者名簿の情報提供及び､ 情報の更新､ 台帳情報の提供

○ 補助金・交付金等の支給

○ 広報・ホームページ等による情報提供

○ ボランティア活動支援のための研修会の開催

○ 市職員､ 地域コーディネーター等支援員の派遣

○ 活動の場の提供

○ 備品購入や貸出
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⑥ 高齢者･障害者･児童･その他の福祉に関し共通して取り組むべき事項は

○ 包括的な相談支援体制の構築

○ 住民・地域団体・行政・関係機関等による地域のネットワークの強化

○ 福祉制度や自助・互助・共助・公助の理念などの普及・啓発

○ 権利擁護の推進

○ 福祉人材の育成・確保

○ 交流・支え合い等の活動拠点づくり

⑦ 地域福祉について､ 住民ニーズの把握方法

○ 各種計画のアンケート調査､ 市民意識調査､ ���法人・社会福祉施設アンケート
○ 社会福祉協議会､ 民生委員やコミュニティ (自治会長) との意見交換

○ 地区社協の会議及び行事への参加

○ 民生委員､ 地区社協福祉委員からの情報提供

○ 住民からの相談､ 問い合わせ
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【1】調査の概要

調査テーマ 地域福祉について

調査時期 Ｈ29. ８. 16～Ｈ29. ８. 31

回収状況 85�9％ 329人

【2】調査目的

この調査は､ 主体的に参画し､ ともに支え合い､ 誰もが安心して暮らせる地域共生社会

の実現に向けて､ 今年度､ 策定作業を行っている ｢香川県地域福祉支援計画｣ づくりの参

考にするため､ 実施しました｡

なお､ 経年比較できるよう､ 10年前と同じような質問を設定して調査を行いました｡
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問１ あなたは､ 社会福祉に関心がありますか｡ 次の中から１つだけ選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前

非常に関心がある 78 24％ 34％

関心がある 197 60％ 52％

あまり関心がない 41 12％ 13％

まったく関心がない 2 1％ 1％

わからない 10 3％ 0％

無回答 1 0％ －

計 329 100％ 100％

問２ あなたは､ 社会福祉という言葉からどのようなイメージを受けますか｡ 次の中から２つまで選
んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前

だれにとっても暮らしやすい社会を築くこと 182 55％ 59％

経済的に恵まれていない人を恵まれている人が援助すること 51 16％ 9％

お年寄りや体の不自由な人をそうでない人が支えること 116 35％ 40％

手助けが必要になった時にお互い助けあうこと 142 43％ 44％

困っている人のために施設や制度を整えること 143 44％ 32％

わからない 3 1％ 1％

その他 3 1％ 2％
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問３ あなたの家族が介護を必要とするようになった場合､ あなたはどのようにしたいと思いますか｡
次の中から１つだけ選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前

家族だけで面倒をみる 5 2％ 3％

家族でできるだけ面倒をみて､ 足りない部分だけ在宅福祉サービスを利用する 192 58％ 60％

できるだけ在宅福祉サービスを利用する 52 16％ 29％

入所施設を利用する 62 19％ 4％

わからない 14 4％ 1％

その他 3 1％ 3％

無回答 1 0％ －

計 329 100％ 100％

問４ あなた自身が介護を必要とするようになった場合､ あなたはどのようにしたいと思いますか｡
次の中から１つだけ選んでください｡

選択肢 回答者 数構成比 10年前

家族だけで面倒をみる 9 3％ 2％

家族でできるだけ面倒をみて､ 足りない部分だけ在宅福祉サービスを利用する 77 23％ 26％

できるだけ在宅福祉サービスを利用する 101 31％ 40％

入所施設を利用する 109 33％ 24％

わからない 24 7％ 5％

その他 9 3％ 3％

計 329 100％ 100％
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問５ あなた自身が日常生活で困っていること､ 不安なことは何ですか｡

選択肢 回答者数 構成比
病気などで寝込んだとき､ 世話をしてくれる人がいない 63 19％
子育てを支援してくれる親戚､ 友人､ 知人が身近にいない 36 11％
防犯や防災対策が不十分である 70 21％
相談相手がいない 25 8％
福祉､ 介護サービスの利用方法がわからない､ 利用しづらい 74 22％
経済的なこと 90 27％
就労のこと 40 12％
力仕事､ 掃除､ 洗濯､ 料理等の日常のちょっとした支援が受けられない 25 8％
買い物､ 通院時等の移動手段 27 8％
不安はない 74 22％
その他 24 7％

問６ あなたのまわりで､ 生活上の困りごとを抱えている方はいますか｡ また､ そのような話を聞い
たことがありますか｡ 次の中から２つまで選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比
病気などで寝込んだとき､ 世話をしてくれる人がいなくて困っている人がいる 96 29％
子育てを支援してくれる親戚､ 友人､ 知人が身近におらず困っている人がいる 49 15％
困りごとを誰にも相談できない人がいる 35 11％
福祉､ 介護サービスの利用方法がわからず困っている人がいる 65 20％
経済的に困っている人がいる 60 18％
就労できずに困っている人がいる 36 11％
力仕事､ 掃除､ 洗濯､ 料理等の日常のちょっとした支援を必要としている人がいる 53 16％
買い物､ 通院時等の移動手段がなくて困っている人がいる 71 22％
その他 49 15％
無回答 17 5％
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問８ あなたは､ 近隣の人との関わり方として､ どのような形が好ましいと思いますか｡ 次の中から
１つだけ選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
全く関わらない 7 2％ 1％
なるべく関わらない (あいさつをする程度) 27 8％ 6％
形式的なつきあい (当たり障りなく深入りしない) 130 40％ 21％
相互扶助的なつきあい (困ったときに相互に助け合う) 156 47％ 67％
親密なつきあい (家族同様に関わる) 1 0％ 2％
わからない 2 1％ 2％
その他 4 1％ 1％
無回答 2 1％ －

計 329 100％ 100％

問７ あなたは､ 福祉に関係する心配ごとや困りごとがあった場合に､ 家族や親族以外に主にどのよ
うなところに相談しようと思いますか｡ 次の中から２つまで選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
友人・知人 105 32％ 30％
職場の同僚や上司 34 10％ 5％
近所の人､ 自治会 14 4％ 3％
民生委員・児童委員 23 7％ 7％
専門相談機関 (地域包括支援センター､ 相談支援事業所など) 125 38％ 45％
行政機関 (役場､ 福祉事務所など) 153 47％ 44％
関係機関 (社会福祉協議会など) 53 16％ 17％
専門職 (医師・保健師・介護支援専門員・ホームヘルパーなど) 73 22％ 37％
家族や親族以外には相談しない 13 4％ 4％
わからない 12 4％ 3％
無回答 2 1％ －
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問９ あなたは､ 近隣の人との関わり方として､ 実際の関わり方としては､ どうなっていますか｡ 次
の中から１つだけ選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
全く関わらない 9 3％ 3％
なるべく関わらない (あいさつをする程度) 72 22％ 25％
形式的なつきあい (当たり障りなく深入りしない) 166 50％ 41％
相互扶助的なつきあい (困ったときに相互に助け合う) 71 22％ 28％
親密なつきあい (家族同様に関わる) 2 1％ 2％
わからない 1 0％ 0％
その他 6 2％ 1％
無回答 2 1％ －

計 329 100％ 100％

問10 あなたは､ 現在の高齢者､ 障害者や保育､ 生活困窮などに対して行政が行うサービス (公的福
祉サービス) の水準についてどのように思いますか｡ 次の中から１つだけ選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 １０年前
全般的にまだまだ不十分であり､ 将来に向けてさらに充実すべきだ 119 36％ 39％
一部に不十分な部分もあり､ こうした点に限って充実すべきだ 61 19％ 18％
十分すぎる部分とまだ不十分な部分があり､ 調整が必要だ 82 25％ 30％
行き過ぎたものとなっており､ 引き下げるべきだ 9 3％ 1％
適切なものとなっており､ いまのままでよい 13 4％ 3％
わからない 35 11％ 8％
その他 8 2％ 1％
無回答 2 0％ －

計 329 100％ 100％
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問11 地域における多様な福祉ニーズにきめ細かく対応していくためには､ 住民参加による福祉活動
を推進することが必要であるとの考え方がありますが､ あなたは､ どう思いますか｡ 次の中から
１つだけ選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
１. そう思う 89 27％ 39％
２. どちらかといえばそう思う 142 43％ 38％
３. どちらかといえばそう思わない 29 9％ 4％
４. そう思わない 19 6％ 2％
５. どちらともいえない 27 8％ 14％
６. わからない 19 6％ 2％
７. その他 2 1％ 1％
無回答 2 1％ －

計 329 100％ 100％

問12 (問11で１､ ２と答えた方にお伺いします) それは､ なぜですか｡ 次の中から１つだけ選んで
ください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前

高齢化や核家族化で地域で支援を必要とする人が増えているから 135 58％ 55％

公的サービスは画一的で､ 柔軟で弾力的な対応ができないから 53 23％ 24％

地域における人と人のきずなを深められるから 19 8％ 11％

お互いに心の満足感や充実感を得られるから 4 2％ 3％

余暇時間や退職後の人生を有効に使うことができるから 16 7％ 6％

その他 4 2％ 1％
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問13 (問１１で３､ ４と答えた方にお伺いします) それは､ なぜですか｡ 次の中から１つだけ選ん
でください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
福祉は､ すべて公的サービスにより行われるべきものだから 6 13％ 21％
公的サービスと違って公平でなく､ 安定していないから 14 29％ 17％
公的サービスで賄われない部分は､ 家族や親族で対応すべきだから 6 13％ 14％
近隣の人を手助けしたりされたりするのは､ 何となくいやだから 6 13％ 27％
参加する人があまりいると思えないから 12 25％ 7％
その他 4 8％ 14％

問14 あなたは､ お住まいの地域で行われる福祉活動のうち､ どのような活動であれば､ 参加してみ
たいと思いますか｡ 次の中から２つまで選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
障害者・児の支援 (外出時の介助､ 社会参加への支援など) 32 10％ 9％
独居高齢者への支援 (話し相手､ 配食サービス､ 外出援助など) 85 26％ 24％
生計困難者への支援 (社会参加､ 就労準備への支援など) 10 3％ －
介護をしている人を支える活動 (相談相手､買い物等の手伝いなど) 66 20％ 25％
子育て支援の活動(イベント託児スタッフ､児童館での遊び指導､絵本読み聞かせなど) 102 31％ 36％
児童健全育成のための活動 (子どもSOS､ パトロールなど) 80 24％ 34％
地域内の社会福祉施設での活動(訪問､清掃活動､行事の手伝いなど) 89 27％ 29％
共同募金などの募金活動 32 10％ 9％
参加したくない 35 11％ 3％
わからない 29 9％ 4％
その他 8 2％ 2％
無回答 5 2％ －
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問15 今後､ 地域での福祉活動を盛んにするためには､ どのようなことが効果的だと思いますか｡ 次
の中から２つまで選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
イベントの開催や広報啓発活動 81 25％ 22％
地域での講習会の開催 61 19％ 21％
ボランティア体験などのきっかけづくり 101 31％ 37％
活動の中心となるリーダーづくり 42 13％ 14％
活動の主体となる組織づくり (NPOなど) 60 18％ 23％
子どものころからの福祉教育の推進 94 29％ 35％
活動参加しやすい環境づくり (休暇制度など) 96 29％ 29％
活動参加者への何らかの見返り 44 13％ 11％
自発的なものであり､ 何もする必要はない 18 5％ 3％
わからない 11 3％ 1％
その他 8 2％ 2％
無回答 3 1％ －
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問16 住みよいまちづくりを推進するため､ 保健・医療・福祉の連携が必要だといわれています｡ あ
なたは､ 今までに､ どのような時にそう思いましたか｡ 該当する項目を３つまで選んでください｡

選択肢 回答者数 構成比 10年前
災害時 (災害訓練の時も含む) 168 51％ 47％
健康や健康づくりについて考える時 102 31％ 28％
病気になった時 106 32％ 35％
介護保険や福祉制度等を利用しようとした時 82 25％ 26％
保健･医療･福祉制度を利用しているがそれぞれがバラバラに動いている時 68 21％ 24％
生活困難感を感じながらも地域で頑張って生活している方をみた時 52 16％ 16％
新聞やニュースで孤独死､自殺､虐待､DVなどの事件が報道された時 164 50％ 57％
必要な情報が欲しい時 67 20％ 17％
必要だと思ったことがない 13 4％ 1％
その他 7 2％ 2％
無回答 1 0％ －

※ 表中の構成比は､ 四捨五入の関係で､ 合計が100％にならない場合があります｡
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香川県社会福祉審議会委員名簿
((五五十十音音順順 敬敬称称略略))

氏 名 現 職 名

委員長 長尾 省吾 香川大学名誉教授

委員長代理 天雲 俊夫 香川県社会福祉協議会会長

委 員 明石 正子 香川県婦人団体連絡協議会副会長

委 員 綾 宏 香川県市長会会長

委 員 石井 洗二 四国学院大学社会福祉学部教授

委 員 石川 豊 香川県議会議員

委 員 浦上 ヨリ子 香川県母子寡婦福祉連合会理事

委 員 大西 美智恵 香川大学医学部看護学科教授

委 員 岡村 隆次 香川県身体障害者団体連合会会長

委 員 小川 望 香川県老人福祉施設協議会会長

委 員 越智 和子 琴平町社会福祉協議会常務理事・事務局長

委 員 小野 正人 香川県町村会会長

委 員 久米川 啓 香川県医師会会長

委 員 佐川 友佳子 香川大学法学部准教授

委 員 都築 信行 香川県議会議員

委 員 中村 明美 香川県看護協会会長

委 員 藤田 登茂子 香川県老人クラブ連合会副会長・女性委員長

委 員 藤目 真晧 香川県民生委員児童委員協議会連合会会長

委 員 三野 康祐 香川県議会文教厚生常任委員会委員長

委 員 宮武 真理 香川県介護福祉士会理事

委 員 八木 壮一郎 香川県共同募金会会長

(平成30年３月１日現在)

策定経過

平成29年８月 ・県政モニターアンケート (８月16日～８月31日)

９月 ・市町の地域福祉の取組状況調査

11月 ・香川県社会福祉審議会 (第１回)

12月 ・市町地域福祉担当者会

平成30年２月
・香川県社会福祉審議会 (第２回)

・パブリック・コメント (２月15日～３月14日)

平成30年３月 ・計画策定
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