
第４章 施策の目指す方向と具体的な取組み 

- 95 - 

２－３ 高齢者への生活支援の推進 

 

(1) 新しい地域支援事業への移行 

  団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年に向けて、高齢単身世帯や高齢者夫婦のみ世帯、

認知症高齢者の増加が予想されることから、市町が中心となって、地域の実情に応じた、住民等の多

様な主体による多様なサービスを充実させることにより、要支援者の多様な生活支援ニーズに応える、

地域の支え合いの体制づくりを推進する必要があります。 

  このため、介護保険法の改正により、一次予防事業・二次予防事業・予防給付のうち、介護予防訪

問介護及び介護予防通所介護については、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」に再編され、平

成 29年度には全ての市町において実施されます。（図 4-20） 

  県では、地域の状況等を踏まえた市町の取組みを支援するため、情報の提供等に努めます。 

 

 ① 予防給付のうち訪問介護・通所介護の地域支援事業（新しい介護予防・日常生活支援総合事

業）への移行 

  ○ 地域の実情に応じた多様化したサービスを提供するため、既存の介護サービス事業者によるサー

ビス提供だけでなく、元気な高齢者が介護の担い手として積極的に参加できるよう、研修等を通

じて市町の取組みを支援します。 

  ○ 実施主体である市町が、創意工夫のうえ、新しい総合事業を円滑に実施できるよう、積極的に情

報提供するほか、サービス提供に向けての助言やサービス格差が生じないための市町間の連絡調

整、更には、事業の中核を担う地域包括支援センター職員等への研修を通じて市町を支援します。 

 

図４－20 新しい介護予防・日常生活支援総合事業への移行イメージ 
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 ② 市町が実施する在宅医療・介護連携推進事業への支援 

   医療と介護サービスを必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、在宅医療・介護サービスを一体的に提供し、医療機関と介護サービス

事業者などの関係者の連携を推進するため、次の在宅医療・介護連携推進事業を実施する市町を支

援します。（図 4-21） 

  ・地域の医療・介護サービス資源の把握 

  ・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議 

  ・在宅医療・介護連携支援センター（仮称）の運営等 

  ・在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 

  ・在宅医療・介護関係者の研修 

  ・24時間 365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 

  ・地域住民への普及啓発 

  ・二次保健医療圏内・関係市町の連携 

 

図４－21 在宅医療・介護連携推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 認知症施策の推進（再掲のため省略） 
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 ④ 生活支援サービスの体制整備（図 4-22） 

  ○ 住民主体の多様な生活支援・介護予防サービスについては、高齢者等地域住民の力を活用した多

様な生活支援サービスを充実していくことが求められており、その開発や体制整備に当たっては、

地域住民に身近な存在である市町が中心となり、多様な主体（ＮＰＯ、民間企業、協同組合、ボ

ランティア等）の参画により連携体制を構築し、地域の支援体制の充実・強化を図ります。 

  ○ 多様な生活支援サービスと地域での交流の場や社会参加の場が設けられていく中で、高齢者自身

が、市町が取り組む事業の担い手となり、社会的役割を持つことで、更なる生きがいや介護予防

にもつながることが期待されるほか、市町が生活支援サービスの体制整備に主体的に取り組むこ

とにより、新しい総合事業の円滑な実施や地域包括ケアシステムの構築に大きく寄与することが

期待されています。 

  ○ 高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の多様な事業主

体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援します。 

  ○ 市町や地域包括支援センター等を対象とした研修を開催し、「生活支援コーディネーター（地域

支え合い推進員）」の配置や協議体の設置等を支援します。 

 

図４－22 生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 地域ケア会議の推進（再掲のため省略） 
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(2) 介護予防事業等の推進 

  介護予防は、高齢者が要支援・要介護状態にならないよう、また要介護状態の悪化を防ぐことと定

義されており、単に心身機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会

への参加を促し、それによって一人ひとりの生きがいや自己実現を通して、生活の質を向上させるこ

とを目的として行うことが重要です。 

  できる限り元気でいきいきした生活を送ること、特に生活に不安のある高齢者や要介護認定で自立、

要支援となった高齢者が、できる限り長く住み慣れた地域で生活できるように支援することは、在宅

福祉サービスの観点からも特に重要であることから、「介護予防」の取組みを強力に推進します。 

  介護予防の取組みには、第１号被保険者及びその支援のための活動に関わる者を対象に地域支援事

業として実施されるもの、要支援状態又は要介護状態になる前段階の者を対象に地域支援事業として

実施されるもの、要支援１や要支援２などの軽度者を対象に予防給付として実施されるもの、医療保

険者による保健事業として実施されるもの、市町が健康増進事業として実施するもの、リハビリテー

ションとして実施されるもの、地域住民等の自主的な活動として実施されるものなど、様々であるこ

とから、それらのサービスが連続的かつ一貫性をもって、効果的かつ効率的に提供されるよう、保健・

福祉・医療の連携の下、利用者の立場に立ったサービス提供体制の確保を支援します。 

  また、地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、年齢や心身の状況等によって

分け隔てなく、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取組みが主体的に実施される地

域社会を構築するために、健康教育、健康相談等の取組みを通じて介護予防に関する活動の普及・啓

発を図るとともに、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を推進します。 

  なお、具体的事業の実施に当たっては、地域支援事業（介護予防事業）及び予防給付について、そ

の事業が介護予防に真に効果的であるかどうかを常に確認しながら展開することが必要であり、より

効果的な事業（サービス）の実施が図られるよう、県に設置している介護予防市町支援委員会におい

て、介護予防に関する事業を調査・分析し、事業評価を踏まえたうえで、広域的な視点から、市町が

行う介護予防に関する事業について様々な支援を行います。 

  さらに、保健師等の市町の介護予防担当者等に対し、効果的に事業が実施できるよう実務研修を実

施します。 

  地域包括支援センターの運営財源の１つである地域支援事業費については、政令で上限が定められ

ており、原則として、各市町の介護保険給付費見込額の 3.0％以内です。市町は、必要な財源の確保

を図るとともに、センターの人材の確保等に努め、地域の実情に応じた適切なセンターの体制整備を

図っています。（表 4-8） 
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表４－８ 地域支援事業費の状況                         （単位：円） 

 区  分 24年度 25年度 26年度（見込み） 

松山市 
介護予防事業 39,406,992 49,064,703 45,022,800 

包括的支援事業及び任意事業 381,594,620 374,568,107 326,785,900 
計 421,001,612 423,632,810 371,808,700 

今治市 
介護予防事業 82,761,424 101,022,000 88,810,000 

包括的支援事業及び任意事業 263,844,771 286,268,566 197,038,000 
計 346,606,195 387,290,566 285,848,000 

宇和島市 
介護予防事業 22,616,000 22,406,000 20,122,050 

包括的支援事業及び任意事業 76,494,000 77,886,000 69,071,850 
計 99,110,000 100,292,000 89,193,900 

八幡浜市 
介護予防事業 17,327,158 16,925,403 15,069,000 

包括的支援事業及び任意事業 53,668,041 58,635,106 56,915,000 
計 70,995,199 75,560,509 71,984,000 

新居浜市 
介護予防事業 15,089,000 26,370,000 37,229,150 

包括的支援事業及び任意事業 138,463,000 144,104,000 131,830,750 
計 153,552,000 170,474,000 169,059,900 

西条市 
介護予防事業 55,810,000 53,021,209 47,800,600 

包括的支援事業及び任意事業 123,411,000 133,482,151 120,559,750 

計 179,221,000 186,503,360 168,360,350 

大洲市 
介護予防事業 13,462,000 13,675,000 15,825,000 

包括的支援事業及び任意事業 64,745,000 65,719,000 54,464,000 
計 78,207,000 79,394,000 70,289,000 

伊予市 
介護予防事業 32,910,000 32,390,000 34,309,000 

包括的支援事業及び任意事業 53,980,000 49,937,000 45,074,000 
計 86,890,000 82,327,000 79,383,000 

四国中央市 
介護予防事業 15,541,853 15,505,015 15,363,750 

包括的支援事業及び任意事業 93,783,434 105,350,000 94,256,500 
計 109,325,287 120,855,015 109,620,250 

西予市 
介護予防事業 11,490,979 12,762,000 14,844,000 

包括的支援事業及び任意事業 53,452,920 53,723,000 55,505,000 
計 64,943,899 66,485,000 70,349,000 

東温市 
介護予防事業 36,111,973 37,240,373 32,598,350 

包括的支援事業及び任意事業 39,518,642 40,742,950 41,230,100 
計 75,630,615 77,983,323 73,828,450 

上島町 
介護予防事業 12,261,333 12,808,667 13,356,667 

包括的支援事業及び任意事業 6,130,667 6,404,333 6,678,333 
計 18,392,000 19,213,000 20,035,000 

久万高原町 
介護予防事業 12,489,000 15,321,000 15,120,000 

包括的支援事業及び任意事業 29,750,000 30,814,000 30,515,000 
計 42,239,000 46,135,000 45,635,000 

松前町 
介護予防事業 11,840,000 17,316,000 24,727,000 

包括的支援事業及び任意事業 29,378,988 37,562,000 32,141,000 
計 41,218,988 54,878,000 56,868,000 

砥部町 
介護予防事業 5,865,000 8,007,798 14,148,250 

包括的支援事業及び任意事業 26,687,000 29,992,607 28,286,300 
計 32,552,000 38,000,405 42,434,550 

内子町 
介護予防事業 13,188,759 13,709,770 15,973,000 

包括的支援事業及び任意事業 21,950,201 16,260,580 21,386,000 
計 35,138,960 29,970,350 37,359,000 

伊方町 
介護予防事業 1,741,315 1,574,000 2,811,000 

包括的支援事業及び任意事業 21,425,356 22,620,000 24,618,269 
計 23,166,671 24,194,000 27,429,269 

松野町 
介護予防事業 898,000 900,000 852,000 

包括的支援事業及び任意事業 11,052,653 12,041,500 13,056,556 

計 11,950,653 12,941,500 13,908,556 

鬼北町 
介護予防事業 8,546,000 4,311,000 4,258,000 

包括的支援事業及び任意事業 28,055,000 29,529,800 30,515,000 
計 36,601,000 33,840,800 34,773,000 

愛南町 
介護予防事業 1,764,000 3,341,000 2,640,000 

包括的支援事業及び任意事業 26,499,000 26,917,000 28,578,000 
計 28,263,000 30,258,000 31,218,000 

県 計 
介護予防事業 411,120,786 457,670,938 460,879,617 

包括的支援事業及び任意事業 1,543,884,293 1,602,557,700 1,408,505,308 
計 1,955,005,079 2,060,228,638 1,869,384,925 

資料：長寿介護課調査 
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 ❖ 予防給付の推進 

   地域支援事業のうち介護予防事業は、地域の高齢者のうち要支援・要介護になるおそれの高い方

（二次予防事業の対象者（旧：特定高齢者））を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の

向上、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援、うつ予防・支援等を実施する二次予防事業と、

全ての第１号被保険者を対象とする一次予防事業により構成されます。 

   要支援１・２と判定され、予防給付の対象となった方が、生活機能向上に対する意欲を持ち目標

志向型の予防プランが作成されるよう、市町（地域包括支援センター）を支援します。 
 

 ❖ 地域支援事業（一次予防事業）の推進 

   高齢者が日頃から生活機能の維持・向上に努めることが重要であるため、65歳以上の全ての高齢

者を対象に、市町と連携して、介護予防の趣旨や必要性の普及啓発を行うとともに、ボランティア

の活動など地域の介護予防に向けた自発的な取組みを促進します。 
 

 ❖ 地域支援事業（二次予防事業）の推進 

   原則として 25の質問項目からなる基本チェックリストを、第１号被保険者を対象に実施し、要介

護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる高齢者の把握に努め、通所型又は訪問

型の介護予防事業を実施することにより要支援・要介護状態になることを防止します。事業の実施

に当たっては、二次予防事業対象者の把握や介護予防プログラムの決定、介護予防に関する事業評

価等に関して、市町を支援します。 

   国は、二次予防事業（旧：特定高齢者施策）への高齢者人口に対する参加率が、概ね５％程度と

なるよう、目標を設定しています。 

   県内の二次予防事業の実施状況は、次のとおりです。（表 4-9） 
 

表４－９ 二次予防事業の実施状況 

  

24年度 25年度 

人数 
65歳以上人口に 

占める割合（％） 
人数 

65歳以上人口に 

占める割合（％） 

65歳以上人口 397,891 － 409,546 － 

基本チェックリストを実施した者の数 88,360 22.2％ 85,477 20.9％ 

二次予防事業の対象者 

（旧：特定高齢者） 24,777 6.2％ 23,709 5.8％ 

二次予防事業（旧：特定高齢者施策） 

への参加者数 1,661 0.42％ 1,761 0.43％ 

  
通所型介護予防事業への参加者 1,601 0.40％ 1,611 0.39％ 

訪問型介護予防事業への参加者 66 0.02％ 155 0.04％ 

資料：長寿介護課調査 

（注）１ 65歳以上人口は、翌年度４月１日現在の数である。 

   ２ 二次予防事業の対象者（旧：特定高齢者）には、要介護認定非該当により、基本チェックリ

ストを実施していなくても、対象者となった者を含んでいる。 

     また、当該年度の新規決定者及び前年度からの継続者の合計を記載している。 

   ３ 二次予防事業への参加者数と、通所型介護予防事業への参加者数及び訪問型介護予防事業へ

の参加者数の計は、重複参加があるため、一致しないことがある。 
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 ❖ 地域包括支援センターにおける一体的・継続的な介護予防ケアマネジメントの実施 

   様々な介護予防サービスが効果的かつ効率的に提供されるためには、地域支援事業及び予防・介

護サービスが、一体的・継続的に介護保険制度の中で実施される必要があります。 

   このため、地域包括支援センターにおいて、地域のインフォーマルサービスも活用しながら、利

用者の自立に向けた効果的な介護予防ケアマネジメントが行われるよう支援します。（図 4-23、4-24） 

 

図４－23 介護予防ケアマネジメントの流れ（全体概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－24 新しい地域支援事業(全体概要) 
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愛媛県イメージアップ 
キャラクラー みきゃん 

(3) 生活支援 

   県が平成 22年に行った高齢者実態調査の結果では、公共交通機関などを使った１人での外出を「で

きるし、している」と答えた人の割合が、74歳以下では 88.6％と９割近くを占めるのに対して、75

～84歳で 67.1％、さらに 85 歳以上では 32.1％にまで低下するなど、加齢とともに外出が困難にな

り、近所などを訪問する頻度も低下するという傾向が見受けられます。また、スーパーなどでの日

用品の買い物についても、同様の調査結果が出ています。 

   今後、県内でも、75 歳以上人口の増加に加えて、高齢単身・夫婦のみ世帯の増加も見込まれてお

り、こうした高齢者は、家族や地域とのつながりが薄れ、孤立してしまうことによって、所在不明

や場合によっては孤独死といった痛ましいケースも懸念されるところです。 

   このため、県では、市町などの関係機関等との連携の下、孤立のおそれのある高齢者を地域全体

で見守り支えるため、次の取組みを推進することとします。 

 

 ① 移動・交通手段の確保 

   国、市町や関係機関等との連携の下、次の取組みを推進し、高齢者が安全かつ快適に外出・移動

できるように支援します。 

 

  ❖ 公共交通のバリアフリー化の促進 

    バリアフリー法に基づき、駅等旅客施設の段差の解消や低床バスの導入など車両等のバリアフ

リー化を促進するため、国、市町や交通事業者等と連携を図りながら、公共交通を安全、便利、

快適に利用できる水準の確保に努めます。 

 

  ❖ 自家用有償旅客運送（福祉有償運送）制度の推進 

    福祉有償運送は、公共交通機関によっては要介護者等の移動制約者に対する十分な輸送サービ

スが確保できない場合、ＮＰＯ法人等が、営利に至らない範囲の対価によって、自家用自動車を

使用して行う、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。地域の関係者が必要性等

について合意したうえで、所管庁に申請、登録することが必要です。 

    市町による登録運送者に対する実態把握やフォローアップ（指導・助言）を支援し、地域の多

様な二―ズに的確に対応した安全・安心な運送サービス提供体制の整備に努めます。 

 

 ② 買い物弱者の支援 

   いわゆる「買い物弱者」への対応については、過疎・交通・高齢者対策など多面的な支援が必要

となるため、今後は各地域において地域の実情に即した取組みが展開されることを期待します。 

   なお、県としても、各地域に対してこれまで実施したモデル的な取組みの成果の情報提供を行う

とともに、地域の現状把握に努め、買い物弱者問題等連絡会の開催などを通じ 

関係各課が連携して必要な支援を行うこととしています。 
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 ③ 見守り体制の整備 

   今後、高齢単身・夫婦のみ世帯が増加し、「孤立」した生活が懸念される中で、東日本大震災でも

その重要性が再認識されたように、人と人との「絆」や「つながり」をもった温かいコミュニティ

を目指し、高齢者を含めて地域を構成する全ての人が、様々なネットワークを通じてコミュニティ

を活性化していくことが必要です。 

   居住する高齢者の状況や社会資源の整備状況など各地域の実情に応じて、高齢者等が単身でも安

心して暮らせるコミュニティづくりに向けて、各市町や地域団体が次の取組みを検討・普及に努め

るよう支援します。 

   また、これらコミュニティづくりは、孤独死の防止、認知症など要介護高齢者の支援、高齢者虐

待の防止、災害時の要援護者支援にも有効に機能するものと考えられることから、それぞれの取組

みに対応する各種ネットワークを有機的に連携させ、共通のプラットホーム（基盤等）とすること

により、様々な分野での効率的な活用が図られるよう積極的に支援します。 

  ❖ 情報通信技術等の活用による緊急通報・安否確認システム 

    ► 高齢単身世帯等に、双方向通信システムを配備し、日常の安否確認や緊急時の通信手段を提

供します。 

    ► 高齢単身世帯等に、ライフライン等の活用による安否確認システム（水道やトイレ、湯沸か

し器、電気、ガスの使用状況等を感知するシステム）を配備し、安否確認を行います。 

  ❖ 徘徊・見守り SOSネットワークの構築 

    地域住民や民間企業等による日常生活・日常業務内でのさりげない見守り体制を整備すること

は、認知症の人やその家族が安心して地域で暮らすためには大きな意味があります。このため、

認知症サポーターの養成などによる認知症の正しい理解や普及啓発にあわせて、民間企業等と徘

徊・見守り SOSネットワークに関する協定を結ぶなど、有機的な連携体制を構築します。 

    また、地域で認知症の人の徘徊事案に対応できるよう、県、市町、警察等の対応の流れや窓口

を明確化した「オレンジネットワークガイドライン」を作成し、関係機関の体制整備を支援する

ほか、関係機関と市民が幅広く参加する徘徊模擬訓練の実施を支援し、高齢者の捜索・発見・通

報・保護や見守りに関するネットワークの構築を目指します。 

  ❖ 声かけネットワーク 

    自治会活動等をベースにした近隣住民による見守りや支援を行う「住民相互ネットワーク」を

構築し、日常の「挨拶」「声かけ」を行い、コミュニティでのつながりを構築するとともに、軽微

な生活支援等を行います。その際、民生委員や介護支援専門員等の福祉の専門職との連携を図り

ます。 

    また、住民が広域に点在する地域では、人的なネットワークのほか、定期的なチラシ配布や往

復はがきによる通信を行い、安否等を確認する取組みを検討します。 

  ❖ 実態把握と情報共有 

    徘徊・見守り SOSネットワークにおいて見守りや支援を行うため、自治体からの情報提供を受

け又は自治会等の独自の調査により、高齢単身・夫婦のみ世帯等の情報を把握し、住民情報台帳

としてネットワークの構成者間で共有する必要があります。その際、関係団体・機関等による協

議会等を設け、個人情報の取扱い等をあらかじめ定めておき、円滑な対応を図る必要があります。 
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  ❖ 地域住民と行政が協働する体制づくり 

    徘徊・見守り SOSネットワークと行政機関が協働する地域の体制を構築する必要があります。 

構築された体制は、地域包括支援センターが行う総合相談支援業務や権利擁護業務のネットワー

クとしても活用することができます。 

  ❖ 社会福祉協議会における「小地域ネットワーク活動」 

    高齢者、障害者１人に対して、３，４人程度のボランティア（多くは近隣の人）が担当し、見

守り、訪問、生活支援などを行います。ボランティアだけで解決できない問題は、専門組織につ

なぐ仕組みをもちます。 
 

  ❖ 社会福祉協議会における「ふれあい・いきいきサロン」 

    利用者もボランティアも一緒に楽しい時を過ごすという気軽なたまり場の活動を実施します。 
 

  ❖ 配食サービス 

    買い物・食事の調理が困難な高齢者世帯などに栄養バランスのとれた食事提供を行うほか、配

食時や容器の回収時に直接本人と話して安否確認、健康状態の把握を行います。 
 

  ❖ 老人クラブによる「友愛活動」 

    同世代の仲間として、病弱や寝たきり高齢者、一人暮らしや高齢者だけの世帯を対象に、主に

話し相手となって仲間を励まし、暮らしの一端を高齢者が相互に支え合う活動に取り組みます。 
 

  ❖ 生活支援サービス 

    家族等の同居者の支援を受けることができない高齢単身世帯等の場合は、日常生活に支障をき

たすことなく在宅生活を継続できるように、一時的な家事援助などの生活支援サービスの提供が

必要であることから、多様な主体による多様な生活支援サービスの提供を支援します。 
 

  ❖ 相談事業等 

    社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会に設置されている愛媛県高齢者相談センターにおいて、高

齢者及びその家族が抱える各種の心配ごとや悩みごと等を解消するため相談に応じるとともに、

市町に対し各種の情報を提供することなどにより相談事業を実施するための支援に努めます。 
 

  ❖ 社会福祉の担い手の育成 

    地域における全ての生活課題には、公的な福祉サービスだけでは対応できません。基本的な福

祉ニーズは公的な福祉サービスで対応するという原則を踏まえつつ、地域における多様な生活ニ

ーズへの的確な対応を図るうえで、地域における支え合いを強化することが求められています。 

    そこで、行政だけでなく、ボランティアやＮＰＯ、住民団体など多様な民間主体が担い手とな

り、これらと行政とが協働しながら、従来行政が担ってきた活動に加え、きめ細かな活動により

地域の生活課題に取り組むことが必要です。 

    このため、ＮＰＯ、ボランティアなど地域住民の中から社会福祉の担い手を育成するとともに、

その活動拠点など地域包括ケアシステムを支える各種サービス基盤の整備を進めます。 

    また、市町・地域包括支援センター、社会福祉協議会等が中心となって、住民の地域福祉活動

と公的な福祉サービスとの連携を進めることが重要です。 
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図４－25 見守りサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）「見守りを要する高齢者」の考え方 

 ※ 元気な高齢者については見守りが原則不要と仮定 

 ※ 家族と同居している高齢者については、家族による見守りがあると仮定 

 ※ 施設・居住系サービスを利用している高齢者は、サービス提供者による見守りがあると仮定 
 

(4) ＮＰＯ・ボランティアを始めとする多様な主体との協働 

  高齢化率が 21％を超える「超高齢社会」においては、行政による公助と住民一人ひとりの自助努力

に加え、ＮＰＯ法人や地域のボランティア団体、元気な高齢者を含めた地域活動を行う個人やグルー

プ等との連携・協力を促進し、高齢者を身近な地域で支え合う体制を構築することが、重要な課題に

なります。 

  行政システムだけでは全てのニーズに的確に応えることが困難になりつつある中で、ＮＰＯや各種

団体、企業など地域で活動する多様な主体による協働が不可欠であり、その仕組みづくりが一層求め

られています。 

  特に、近年、価値観の多様化や地域社会を取り巻く環境の変化に伴い、ボランティア活動やＮＰＯ

に参画する人が増加し、地域づくりの担い手として大きな役割を果たす中、高齢者についても、ボラ

ンティア活動への関心が高く、高齢者が他の高齢者の生活を支える様々なサービスの担い手として活

躍する場面も増えてきています。 

  このため、福祉活動に取り組むＮＰＯ法人の組織運営に、企業などを退職した高齢者が知識・経験

を生かして参画するといった関わりも期待されています。（表 4-10） 

  そうした観点から、ＮＰＯやボランティアなどの民間における主体的・自立的な助け合い・支え合

いを進めるため、県民・企業・行政が地域社会づくりにおける互いの特性を認め合い、それぞれの役

割や責任が十分に発揮されるようパートナーシップを構築することを目指します。 

  具体的には｢多様な主体による協働指針｣（平成 25 年度策定）に基づき、県とＮＰＯ、企業等、多

様な主体が連携して協働事業を行うなど、県民ニーズにマッチした質の高い協働の実現を目指します。 

  また、ＮＰＯやボランティアの活動を推進するための環境整備に取り組みます。 

 ❖ 市町、社会福祉協議会、福祉施設、民生委員等の地域パワーとの連携促進、情報の共有化 

 ❖ ボランティアの供給と需要のマッチング 

 ❖ 分野や内容で目的の共有が可能なＮＰＯ等との協働 

  ► 介護予防のための事業、要介護者への介護保険対象外サービスの事業等 

  ► ＮＰＯ・ボランティア独自の発想によるサービス提供事業への支援 
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 ❖ 元気高齢者の社会参加のパイプ役としてのＮＰＯ支援 

 ❖ 高齢者が自らの経験や知識を生かした、地域社会に貢献するためのＮＰＯ等の設立支援 

 ❖ 生活介護支援サポーターの養成 

 ❖ 介護ボランティアの育成 

 

表４－10 ＮＰＯ法人の状況 

圏 域 
法人数   人口 10 万人   うち定款に保健福祉   

 23年 11月 当たり法人数 23年 11月 を掲げている法人数 23年 11月 

宇 摩 16  10  17.74  11.16  10  5  

新居浜・西条 55  43  23.09  18.38  35  28  

今 治 52  38  29.85  21.82  40  26  

松 山 245  210  37.54  32.19  150  120  

八幡浜・大洲 33  28  21.08  17.88  16  13  

宇 和 島 32  26  25.75  20.92  23  18  

県 計 433  355  30.25  24.81  274  210  

資料：男女参画・県民協働課調査（平成 26年 12月末現在） 

 


