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第４章 施策の展開 

 

基本目標１ 地域福祉を支える人づくり 

 

【現状と課題】 

人口減少や少子高齢化の進行により、福祉サービスを必要とする人が増加する一方で、

地域福祉を担う人材の不足が深刻化しています。人材不足は、地域の支え合い機能の低下

につながり、地域福祉の衰退を招くおそれがあるため、福祉人材の育成・確保・定着は喫

緊の課題となっています。民生・児童委員等による支え合いの一層の充実を図るとともに、

地域福祉活動の担い手（リーダー）やボランティア・NPOの育成など、地域福祉を支える人

づくりに取り組む必要があります。 

 

【施策の方向性】 

１－（１）意識・機運醸成 

①包括的地域福祉社会づくりセミナーの開催 

  地域住民等の地域福祉活動への関心を高め、参加を促すとともに、地域福祉活動を

さらに活性化させていくため、地域における様々な主体が連携しながら地域生活課題

の解決に向けて取り組む活動事例等の紹介や学習等を行うセミナーを開催します。 

②多様な媒体を活用した広報・PR 

多様な媒体を活用した広報活動や情報提供、各種イベントや行事における啓発・PR

を通じて、地域福祉活動の充実に向けた機運醸成を図り、ボランティアや NPO 活動な

ど地域活動へのきっかけづくりを行います。 

 ③福祉教育の推進 

   地域の中で学校と社会福祉協議会、住民等がつながる福祉教育を推進し、地域住民

の福祉の心を育て、地域福祉活動への参加を目指します。 

 

１－（２）担い手（リーダー）、支え手、サポーター、コーディネーター等の育成 

 ①多様な人材の育成 

   県ボランティア・市民活動センターと連携し、各種研修やセミナーを開催し、地域

福祉の中核となる担い手（リーダー）をはじめ、支え手やコーディネーターなど多様

な人材を育成します。 

 ②民生・児童委員の確保・育成 

   地域における最も身近な相談者・支援者である民生・児童委員が行う高齢者や生活

困窮者への見守りや相談対応をはじめ、児童虐待防止やいじめ防止などの活動を支援

するとともに、適正な人員確保に努めるほか、階層に応じた各種研修を実施します。 

 ③協働をコーディネートできる人材の養成 

   NPOサポートセンター、社会福祉協議会、公民館等の職員や集落支援員、地域おこ

し協力隊など、地域づくり活動に取り組んでいる様々な分野の人材を、公共を担う地

域マネジメント力を備えた専門性の高い協働コーディネーターとして養成するととも

に、そのネットワーク化を推進して地域力の強化を図ります。 
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１－（３）ボランティア・NPO等の育成 

 ①人材の育成 

   ボランティアや NPO活動への参加を促進し、子どもから大人まで多くの県民に様々

な活動や交流を知ってもらうことにより、自主性・主体性を持って地域活動等に参加

する機運を高め、自分たちが暮らす地域に誇りと愛着を持った人と人の絆を結び付け

る人材の育成に取り組みます。 

   県ボランティア・市民活動センターと連携し、ボランティア活動に必要な知識、技

術等に関する研修の充実を図ります。 

②ボランティア・NPO等への助成 

   NPO法人等が安定的・継続的に活動できるように、「あったか愛媛 NPO応援基金」

や「愛媛県『三浦保』愛基金」を活用して助成するなど、活動基盤の強化を支援する

とともに、NPO法人の情報公開や寄附環境の整備、企業の社会貢献活動を促進し、地

域で多様な主体が助け合い支え合う仕組みづくりに取り組みます。 

 ③ボランティア活動への参画促進 

   ボランティア活動について、啓発広報活動や福祉教育を促進するとともに、地域活

動団体や企業等多様な主体が、自主的かつ主体的に参画できる仕組みづくりに取り組

みます。 

 

１－（４）福祉人材の確保、育成 

 ①福祉人材の就職支援 

県福祉人材センターや県保育士・保育所支援センターを設置し、福祉分野への就職希

望者に対し、就労相談、仕事の紹介・斡旋、各種情報提供などを実施します。 

また、事業所見学や職場体験、就職セミナーなどを開催し、円滑な人材確保・定着に

取り組みます。 

 ②修学資金貸与、資格取得支援 

   介護福祉士や社会福祉士、保育士の確保・定着を図るために修学資金の貸付を実施

するほか、離職した介護人材の再就職準備金や保育士の就職準備金貸付、未就学児を

持つ保育士に対する保育料の一部貸付などを実施し、福祉人材の再就職を促します。 

   また福祉に従事する方を対象に、資格取得を支援するため、各種受験対策講座を開

催します。 

 ③福祉・介護の仕事魅力発信 

   テレビ CM、インターネット番組など様々な媒体を通して、福祉・介護の仕事の魅力、

やりがいを広く県民に発信するほか、福祉・介護分野への就労に関心のある人を対象

とした事業所見学・介護体験バスツアーや職場体験事業により、イメージアップを図

ります。 

 ➃多様な人材の活用 

   元気なシニアや子育てを終えた女性等の就業促進のため、関係機関との連携強化や

介護の入門的研修の実施等を通じて、働きやすい環境整備を促進します。 

キャリア支援専門員を県内ハローワークに派遣し、求人求職支援を行うほか、他県の

養成校等を訪問し、本県での就職を促進します。 
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また、県外国人介護人材支援センターを設置し、外国人介護人材の円滑な受入と定着

促進を図ります。 
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基本目標２ 安心して暮らせる地域（まち）づくり 

 

【現状と課題】 

 地域のつながりの希薄化により、ひとり暮らしの高齢者、子育て世帯、障がい者など支

援を必要としている人の社会的孤立が問題となっている中、従来の縦割りの公的支援では

対応が困難な課題も増加しています。 

 住民が慣れ親しんだ地域で安心して暮らしていくためには、社会福祉協議会、企業や NPO・

ボランティアなどの活動を活性化するとともに、地域の中で支え手・受け手が固定化する

ことなく、相互に支え合いながら、住民自らが地域福祉の担い手として地域をともに創っ

ていくことが必要です。 

 

２－（１）小地域単位での活動の促進 

 ①地縁組織・志縁組織との連携 

   地縁組織（町内会、自治会等）や志縁組織（NPO、ボランティア）と行政・社会福

祉協議会が連携し、地域の課題の発見や解決に向けて一体となって取り組みます。課

題の解決に当たっては、住民の自発的な行動を支援します。 

 ②見守り活動の実施 

   民生・児童委員、自治会、ボランティア、NPO、企業などと連携・協力し、高齢

者、障がい者、児童等の見守り活動を実施します。 

   また、高齢者や障がい者など判断力が不十分となった方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う「消費者安全確保地域協議会（見守りネッ

トワーク）」が県内全市町に設置されるよう支援します。 

 ③集落の維持・活性化 

   集落の維持・活性化を目指し、地域の人口の分析のもと、地域住民が主体となり、

目標を設定して、積極的に活動し、意識の醸成を図ろうとする取組みを支援するな

ど、持続可能な集落づくりに取り組みます。 

 ➃地域の担い手の確保 

   地域を支える担い手の確保に向けて、都市部から過疎地域など条件不利地域に生活

の拠点を移し、様々な活動に従事する「地域おこし協力隊」の導入・定着を促進する

とともに、市町や民間団体と連携しながら、受入れから定着に至るまで切れ目のない

重層的な支援を行い、移住・定住の促進を図ります。 

 

２－（２）住民参加・交流の促進 

 ①住民の交流拠点づくり 

   市町と連携し、集会所や公民館、空き家、空き店舗、空き教室など住民に身近な場

所に、気軽に集える居場所を整備し、社会参加を促します。 

 ②世代を超えた交流促進 

   地域の交流拠点に、高齢者、子育て世帯、障がい者など様々な住民が集い、地域づ

くり、健康づくり、生きがいづくりなど、世代を超えた交流を促進します。 

 ③多様な主体の参画促進 
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   多様な主体の地域コミュニティへの参画を促進するため、地域運営に取り組む住民

相互の情報交換や広域的なネットワーク構築を支援します。 

 ➃高齢者の生きがいと健康づくり 

高齢者の生きがいと健康づくり及び社会参加の促進の観点から、魅力ある老人クラ

ブづくりや自主的な活動を行うグループの育成を支援します。 

 ⑤共同募金運動等の取組推進 

   地域福祉の様々な課題解決に取り組む民間団体を支援している共同募金運動等の推

進に取り組みます。 

 

２－（３）ボランティア・NPO等との連携促進 

 ①ボランティア・NPO等の交流促進 

ボランティア・NPO等を対象とした各種研修やイベント開催支援等を行い、ボランテ

ィア等の育成に加え、ボランティアや NPO等の相互の交流促進を図ります。 

 ②協働推進体制の強化 

   多様な主体と行政との協働の方向性を示し、県・市町職員の協働に対する意識の向

上や地域活動への積極的な参加促進に努め、NPO など多様な主体と行政との協働推進

体制の強化を図ります。 

 ③専門的な情報の提供 

   愛媛ボランティアネットの活用を推進し、地域のボランティア活動の相談窓口、NPO

等の活動推進団体等に対して、専門的な情報提供を行います。 

 

２－（４）商工業や農林水産業、まちづくり等の分野との連携、協働 

①農福連携の促進等による地域の産業との連携 

農業や水産業などの地域の産業と障がい者の就労支援に携わる社会福祉法人や NPO

法人等の連携を支援し、障がい者の工賃向上を図りつつ、障がい者が地域の支え手とし

て活躍することを目指した就労機会の拡大を図ります。 

②就業・就農支援 

   県内企業の魅力発信や東京・大阪での職業相談・職業紹介窓口の設置、愛媛の求人・

移住総合情報サイト「あのこの愛媛」を活用したマッチング支援などにより、県への

U・Iターン就職の促進に取り組みます。また、市町や（公財）えひめ農林漁業振興機

構、農業・漁業協同組合、森林組合など関係機関と連携して、多様な新規就業者の確

保に取り組みます。 

 ③移動支援 

   高齢化の進行等により、交通弱者が増える中、地域における住民の足の確保や過疎

地域等における効率的な運送に向け、国による支援策を十分に活用しながら、地域住

民や企業、市町と連携し、コミュニティバスやデマンド交通（乗合タクシー）も含め、

各地域の実情を踏まえた交通システムの構築を目指します。 

    

２－（５）社会教育との連携 

 ①放課後児童対策の推進 
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   共働き家庭等の児童に限らず、全ての児童が放課後等における多様な体験・活動を

行うことができる環境の整備が重要であることから、放課後児童クラブや放課後子ど

も教室の設置及び放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的又は連携した実施を

促進し、放課後児童対策の総合的な推進を図ります。 

②地域学校協働活動における学習支援等 

地域住民が学校と連携・協働し、教育活動を支援するとともに、地域住民の自己実現

を図り地域を活性化する「地域学校協働活動」や、地域の参画を得て子どもが主体的に

学習に取り組むことのできる場を設け、学習を支援する「えひめ未来塾」の取組みを推

進します。 

 ③家庭教育支援の充実 

悩みや不安を抱え孤立しがちな家庭や仕事で忙しい家庭への支援の充実を図るた

め、市町と連携しながら、家庭教育支援チームによる相談や支援、親等への学習機会

の提供、親子参加行事への支援に努めるなど、家庭教育支援の基盤整備を推進しま

す。 

 

２－（６）バリアフリーの推進 

 ①福祉のまちづくりの普及・啓発 

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）や人に

やさしいまちづくり条例に関する情報の普及・啓発に努めます。 

   高齢者や障がい者が安心して外出できるよう、パーキングパーミット制度（身体障

がい者等用駐車場利用証制度）や、外見では分かりにくい障がい者の外出を支援する

ため、周囲に支援や配慮の必要性を示す「ヘルプマーク」等の普及啓発に努めるほか、

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）に対する理解を深めます。 

 ②公共交通のバリアフリー化の推進 

   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・電車の導入など

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。 

 ③施設のバリアフリー化の推進 

   人にやさしいまちづくり条例に基づき、不特定多数の方が利用する施設などについ

て、高齢者をはじめ、誰もがスムーズに利用できるよう整備・改善を求めていきます。 

 ➃障がい者差別の解消と「心のバリアフリー」の推進 

   障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約する、障がいを理由とする差別的取

扱いの禁止、及び障がい者が日常生活又は社会生活を営むうえで制約となっている社

会的障壁の除去に関する取組みを推進し、あらゆる障がい者差別の解消に努めます。 

また、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミ

ュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」を推進します。 

 

２－（７）人権対策の推進 

 ①人権教育・啓発の促進 

   あらゆる差別や偏見を解消するために、学校や地域、家庭、職場等における人権教
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育・啓発を推進し、教職員をはじめとする人権教育の指導者を育成するとともに、若

年層の学習機会を確保し、県民一人ひとりが人権の意義や重要性について生涯にわた

り継続した学習ができる環境の整備に努めます。 

また、差別をなくする強調月間を中心に研究会や講演会、広報媒体等を活用した啓発

活動を実施し、県民の人権意識を高めます。 

 ②相談支援体制の強化 

県民が安心して気軽に相談できるように、県人権啓発センターを総合的な人権相談

窓口として体制を整備するとともに、人権に関する研修会の開催や映像ソフトの貸出

しを行うなど、県民の人権啓発活動を支援します。 

また、国や市町、NPO等の民間支援団体と連携・協力しながら、相談活動の充実・強

化に努めます。 

③重要課題への取組強化 

女性、子ども、高齢者、障がいのある人、同和問題、外国人、エイズ患者・HIV感染

者、ハンセン病患者・回復者及びその家族、犯罪被害者等、性的指向・性自認（SOGI）、

インターネットによる人権侵害、北朝鮮による拉致問題、被災者及びその他の重要課題

について、国内外の状況を適切に把握しながら、それぞれの固有の問題点について調

査・研究を進め、課題解決に向けた取組みを強化します。 

 ➃NPO、各種団体等多様な主体による協働 

   人権意識の高揚や人権擁護の推進については、行政だけでなく、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、県や市町がこれらの活

動との連携を図り、協働して人権が尊重される社会の実現に努めます。 

 

２－（８）災害対策の推進 

①災害ボランティア推進体制の構築 

   県社会福祉協議会と連携し、災害が発生した場合に、被災地において救援活動を行

う災害救援ボランティア等の養成・登録を行うとともに、ボランティア活動を組織的

に行うことができるよう、その中核となるボランティア・リーダーやボランティア・

コーディネーターの養成・登録を行うほか、市町の災害ボランティアセンターの設置

訓練等を通じて、災害時に迅速な対応ができるよう支援します。 

また、平成 30 年７月豪雨災害を契機に生まれた行政（県・市町）と社協（県社会福

祉協議会、市町社会福祉協議会）、NPO等（ボランティア団体、NPO及び中間支援組織）

との災害ボランティア活動に関する３者連携体制を、県下全域に展開するなど機能強

化を図り、将来の南海トラフ地震も見据えた災害支援ネットワークづくりにつなげま

す。 

②避難対策の強化 

市町や自主防災組織等と連携し、住民の避難対策の充実強化に取り組みます。避難所

生活に必要な資機材の整備や避難所運営を担う人材の育成に取り組み、避難所におけ

る良好な生活環境の確保が促進されるよう支援していきます。 

また、被災者の不安解消や混乱防止のため、市町や関係機関と連携・協力しながら、

安否照会や避難生活に必要な情報がスムーズに伝わる体制の構築に努めるとともに、
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生活必需品等の備蓄や民間企業との応援協定の締結を推進し、被災者に対する緊急援

護物資の配付体制等の強化に取り組みます。 

併せて、市町における避難行動要支援者の個別計画策定を支援する等、避難行動要支

援者に対する支援の充実を図ります。 

③福祉避難所の普及・促進 

南海トラフ地震など大規模災害の発生が懸念されることから、福祉避難所の一層の

普及促進を図ることとしており、引き続き市町や社会福祉施設等関係機関との連携の

下、新たな指定の促進と受入体制の強化、住民への周知等に積極的に取り組みます。 

➃地域における防災力の向上 

   自主防災組織の中心的役割を果たす防災士について、全国１位の認証数を目指すほ

か、地域防災リーダーの更なる養成やスキルアップなどを通じて、地域防災の要であ

る自主防災組織の充実・強化に取り組むとともに、市町等と連携・協力しながら、防

災意識の啓発や地域防災ネットワークの構築等に努めます。 

また、消防団員の確保に向けて、基本団員の加入促進とともに機能別消防団員制度の

導入・拡充を促進するほか、県消防学校を「地域防災のための人づくりの拠点」と位置

付け、消防職員・団員の教育訓練はもとより、地域防災リーダーのスキルアップに力を

入れるなど、地域防災力の向上に努めます。さらに、市町の各種ハザードマップ作成を

支援します。 
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基本目標３ 福祉サービスの仕組み（基盤）づくり 

 

【現状と課題】 

 介護と育児に同時期に対応しなければいけない「ダブルケア」や、80歳代の高齢者の親

とひきこもりの状態にある 50歳代の単身・無職の子が同居している「8050問題」など、複

合的な課題や制度の狭間にある課題を解決するための包括的な支援体制の構築が必要です。 

 本県では、平成 30年７月豪雨災害からの復旧・復興を進める中で、被災者の様々なニー

ズや、被災により顕在化した福祉課題の解決を図るため、地域での見守り・支え合いや、

行政、社会福祉協議会、NPO、ボランティアなどの連携・協働による包括的な支援体制づく

りを進めています。今後は、被災者の生活再建の進捗状況や、被災者が抱える課題等に応

じて、災害時の見守り、相談支援体制から平時の福祉支援体制に、シームレスにつなげて

いくことが重要となります。 

 

３－（１）担い手や支え手、サポーター等のマッチング、ネットワーク化 

 ①地域福祉ネットワークの構築 

   地域住民やボランティア、NPO など地域で活躍する人材と地域の様々な支援機関等

とをつなぎ合わせて地域生活課題の解決を目指す地域福祉ネットワークの構築に努め

るなど、支援体制の強化を図ります。 

 ②地域コミュニティへの参画促進 

   多様な主体の地域コミュニティへの参画を促進するため、地域運営に取り組む住民

相互の情報交換や広域的なネットワーク構築を支援します。 

  

３－（２）小地域単位の活動の活性化や連携、横展開支援 

 ①支援の仕組みづくり 

   NPO等やボランティア団体、自治会をはじめとする地縁団体、学校、公民館等の社会

教育施設、企業等を機能的につなげていく中間支援組織の機能強化を図るとともに、

NPO 等や中間支援組織を広域的・専門的に支援することができる仕組みを整備し、協

働ネットワークの構築を推進します。 

 ②地域福祉活動への支援 

   地域における多様な主体が連携して福祉活動を行う団体に対して、福祉課題の解決

と地域福祉ネットワークを構築するための活動を支援します。 

 ③福祉コミュニティへの参画促進 

   地域住民が取り組む福祉コミュニティづくりを総合的にコーディネートできる人材

を育成するとともに、市町や社会福祉協議会、企業、各種団体等の関係機関との連携・

情報共有を図りながら地域のニーズに合った情報を発信することにより、県民の福祉

コミュニティへの自発的参画を促進します。 

 ④社会福祉法人（施設）の公益的な活動の促進 

   社会福祉法人（施設）が、地域の福祉ニーズを積極的に把握しつつ、地域の多様な

社会資源との連携等を図りながら取り組む公益的な活動を促進します。 

 

３－（３）地域における相談支援体制、情報共有体制の構築 

 ①各種相談支援体制やネットワークの充実 
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   福祉事務所や保健所をはじめ、福祉総合支援センターや子ども・女性支援センター、

心と体の健康センター、男女共同参画センター、えひめ性暴力被害者支援センター「ひ

めここ（媛 CC）」、消費生活センターなど各種相談窓口のほか、民生・児童委員、社会

福祉協議会、地域包括支援センター、基幹相談支援センターなど地域における身近な

相談支援体制の充実により、様々な課題解決に向けた相談支援体制やネットワークの

構築を図ります。 

 ②高齢者への支援体制の構築 

   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、情

報通信技術等を活用した緊急通報・安否確認システムや配食をはじめとする生活支援

サービス、交流活動等の高齢者の見守りに関する取組みを検討・普及に努めるよう支

援します。 

 ③子育て支援体制の構築 

   愛顔の子育て応援アプリ「きらきらナビ」を活用した「妊娠・出産・子育て（仕事）

のワンストップ相談体制」の運用をはじめ、高齢者の経験を生かした子育て支援活動

の一層の促進、県内紙おむつメーカーや市町と連携した紙おむつの購入支援や官民共

同による「子どもの愛顔応援ファンド」を活用した子どもの居場所づくりや子どもを

支える地域の活動支援などの本県独自の子育て支援事業の展開により、社会全体で子

育てを支援する機運の醸成を図ります。 

   また、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンストップで相談支援

を行う子育て世代包括支援センターの整備を促進します。 

 ➃障がい者への支援体制の構築 

   障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域における相談・

支援機能の強化・拡充に加え、福祉、医療、教育、雇用等の各分野の相互連携のもと

広域的・専門的な相談機能を構築するなど、重層的な支援体制の整備を図ります。 

また、個々の障がい者のニーズ及び実態に応じて必要とする支援をきめ細かく提供

するため、人材育成や施設整備も含めサービスの量的・質的充実に努めます。特に、発

達障がいは、早期に適切な支援につなげて、生活の質の改善や社会参加の促進が図られ

るよう各市町における発達障がいに総合的に対応するワンストップ相談窓口の設置を

支援します。 

⑤虐待防止への対応 

   高齢者、子ども、障がい者等に対する虐待の未然防止や早期発見、早期対応に向け

て、関係機関が連携し、相談支援体制の充実を図ります。 

 

３－（４）地域包括ケア体制の推進 

 ①地域包括支援センターの機能強化 

   地域包括支援センターが地域包括ケアシステム（高齢者が、可能な限り住み慣れた

自宅や地域で安心して暮らすことができる環境づくり）を支える中核機関として、総

合相談支援等の包括的支援事業や介護予防支援業務を円滑かつ適切に実施していくた

め、センターの機能充実、強化を支援するとともに、研修等の実施による職員の資質

の向上を図ります。 

地域における人材の集約、情報の共有等を通じた効果的な地域包括ケアの推進を図

る観点から、サービス事業者、関係団体、民生委員、一般県民等から構成される地域包
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括支援ネットワークの構築に向けた市町等の取組みを支援します。 

センターの専門職が地域への訪問や実態把握等の活動を十分に行うためには、適切

な人員体制の確保が重要であることから、各市町において、センターの業務量と役割に

応じた適切な人員体制の確保に努めます。 

継続的に安定した事業実施につなげるため、センターは自ら実施する事業の質の向

上に努めることが重要であることから、各市町とセンターが運営協議会と連携を行い

ながら、定期的な点検を行い、センターの運営に対して適切に評価を行うための取組み

を支援します。 

②地域ケア会議の推進 

   地域包括ケアシステムの構築を進めるに当たっては、介護支援専門員個人だけでな

く、地域住民やサービス事業所等に対して、介護予防や自立支援に関する理解を促し、

地域で適切なケアマネジメントが行われる環境を作ることが重要であり、地域ケア会

議の開催を通じて、多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援ネットワーク

の構築を進めることが重要です。このため、県においては、地域ケア会議の場を用い

て、市町職員への研修や、関係する職能団体との調整、構成員となる専門職に対する

説明会の実施、好事例の発信等、市町の取組みを推進します。 

 ③共生型サービスの推進 

   介護保険サービスに移行する65歳以上の高齢障がい者が、継続して同一の事業所か

ら支援を受けられるようにするとともに、福祉人材の有効活用を図るため、障害福祉

サービスと介護保険サービスを提供する共生型サービス事業所の設置を推進します。 

 ➃生活支援コーディネーターの養成 

   市町や地域包括支援センター、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）

等を対象とした研修を開催し、地域での多様なサービスの創出や、サービスをコーデ

ィネートする人材の育成を支援します。 

 

３－（５）分野横断的、総合的な支援 

 ①生活困窮者に対する支援 

   複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、個々の課題に応じ、寄り添いながら、包

括的・継続的支援を行うとともに、住民同士が支え合える地域づくりを推進します。 

 ②居住支援 

   住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家

庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者）それぞれの特性に応じて適切な住宅を

確保できるよう、公営住宅等公的賃貸住宅を的確に供給するとともに民間賃貸住宅へ

の円滑な入居の支援を推進し、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築を目指

します。 

また、DV 被害者や一時的な住宅困窮者など、多様な住宅確保要配慮者が想定される

ため、柔軟な対応による居住の安定を確保する施策展開が必要であるため、公的賃貸住

宅における空き家の活用や民間賃貸住宅の借り上げ、社会的弱者の自立を支援する公

益法人や NPO等の活動主体の支援など、地域の実情に応じて多面的な住宅セーフティ

ネットの展開を目指します。 

 ③就労支援 

   民間教育訓練機関等を活用して、出産・子育て等で仕事を離れた女性や障がい者、
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非正規労働者など、意欲があっても就労が難しい状況にある求職者を対象に、雇用情

勢の変化や時代のニーズに応じた就職に必要な知識や技能を習得するための職業訓練

を実施します。 

また、女性、障がい者、高齢者及び外国人など多様な人材が能力を発揮しいきいき 

と働けるよう、関係機関と連携して、企業とのマッチング促進や就労機会の拡大、仕事

と家庭生活の両立支援など雇用環境の整備等に努めます。 

 ➃自殺対策・ひきこもり対策・各種依存症対策 

   県心と体の健康センター及び各保健所を核として精神保健相談や訪問指導等を実施

するとともに、関係機関と連携しながら精神保健福祉に関する正しい知識の普及啓発

に努めることにより、自殺対策、ひきこもり対策、各種依存症対策などの心の健康の

保持増進に積極的に取り組みます。 

 ⑤権利擁護 

   成年後見制度の円滑かつ適正な利用が進められるよう各市町への支援や市民後見人

等の人材の育成等に努めます。 

また、市町や社会福祉協議会など関係団体との連携を図り、障がい者、高齢者が安心

して暮らせるよう、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などを支援する福祉サー

ビス利用援助事業の円滑な推進を図ります。 

 ⑥障がい児に対する切れ目のない支援体制の整備 

   身近な地域において、障がいの早期発見や適切な支援を行えるよう、福祉、保健、

医療、保育、教育、就労支援等関係機関の連携を強化し、障がい児に対する切れ目の

ない支援体制の整備に努めます。 

⑦防犯対策・再犯防止対策 

   自主防犯ボランティア団体の結成や青色防犯パトロール活動への参加など、県民の

自主防犯活動を促進するとともに、自治体や事業所等と連携して、防犯カメラの普及

促進や犯罪抑止に配慮した環境整備に取り組むなど、安全を確保するためのセーフテ

ィネットを構築し、県内全域をまるごと安全で安心なエリアにする取組みを強化しま

す。 

また、犯罪や非行をした者が、再び罪を繰り返さないようにするため、地域社会にお

いて孤立することなく、社会の一員として受け入れられ、円滑に社会復帰できるよう、

帰住先の確保や福祉サービスの利用・調整、社会参加、居場所づくり、就労支援等の実

現に向け、国の刑事司法関係機関、市町及び民間団体等と連携し、個々の課題に応じた

支援を行うための地域ネットワークづくりを進めます。 

 

３－（６）災害時の保健福祉支援、被災者見守り、相談支援 

 ①災害時の保健福祉支援体制の強化 

   大規模災害に備え、保健衛生活動の中心的役割を担う保健師等の災害対応能力の向

上を図るとともに、災害時要配慮者支援チームや災害時福祉人材マッチング制度の充

実に努めるなど、保健福祉支援体制の強化に努めます。 

②被災者の生活再建支援 

被災者の心身の負担を軽減し、安心して日常生活を送れるようにするため、市町や社

会福祉協議会等と連携して、健康管理をはじめ、個々の被災者の状況に応じた見守りや

生活相談等の支援、仮設住宅等避難生活の場におけるコミュニティづくりの促進など、

地域全体で支え合う体制を構築し、一日も早い生活再建に向けた支援に努めます。 
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 ③被災者への健康支援 

   被災者・支援者の中長期的な心のケアを継続していく必要があることから、専門的

な医療ニーズや相談に対応できる体制を整備します。また、被災した児童生徒、教職

員及び保護者に対し、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを派遣

するなどの心のケアに取り組みます。 

 ➃被災者への就学支援 

   経済的な理由により就学が困難となった児童生徒等に対し、学用品費や医療費、給

食費等の支援を行うほか、被災により修学が困難になった高校生等に対し、無利子で

学資金を貸与し、卒業を要件として申請により返還を免除することにより、教育機会

の確保を図ります。また、被災により学習の遅れが懸念される児童生徒への学習サポ

ートや、被災した学校の教員の負担軽減を図ります。 

 

３－（７）多文化共生 

 ①多文化共生地域づくりの推進 

   県民と外国人が、互いの文化や習慣を理解できるよう、留学生を含めた外国人の地

域行事等への参加を促進するなど、気軽に友好を深めることのできる機会を拡充する

とともに、県国際交流センターへの外国人支援・海外連携推進員の配置による相談・

情報提供体制の整備、日本語学習機会の提供、災害時の外国人支援などを通じて、外

国人にとっても暮らしやすい多文化共生地域づくりを推進します。 

 ②外国人材の受入れ・共生 

   関係機関や民間企業等と連携し、外国人技能実習制度の適正化や外国人労働者の受

入れ、留学生等の就職支援等を行い、外国人材の受入れを進めます。 

 

３－（８）福祉サービスを適切に利用できる環境づくり 

 ①福祉サービス第三者評価事業の実施 

   福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービス事業者が事業運営上の課題を把握し、

更なるサービスの質の向上に結び付けるもので、利用者等からの信頼獲得・向上につ

ながる取組みです。そのため、当制度の公正・中立性及び専門性を確保するため、外

部委員で構成される第三者評価事業推進委員会において、評価基準の策定や評価機関

の認証など体制整備に取り組みます。 

また、第三者評価事業に従事する評価機関の評価調査者（候補者を含む。）に対して

研修を実施し、人材養成及び資質向上を図ります。 

さらに、福祉サービスを提供している県内の事業者を対象とした第三者評価事業の

説明会等を開催するとともに、第三者評価事業の普及啓発を図るための、リーフレット

等を作成・配布することにより、受審者の増加に努めます。 

②福祉サービス苦情解決制度の推進 

   事業者と利用者間での解決が困難な福祉サービスに関する苦情については、県社会

福祉協議会に設置している運営適正化委員会において、公正かつ円滑に処理するため、

相談、指導、調査、あっせん等を行います。 

 ③社会福祉施設等の整備促進 

   地域のニーズに的確に対応するため、社会福祉施設等の計画的な整備を促進すると

ともに、地震や火災といった災害発生時の安全・安心の確保に向け、既存施設の防災
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対策等の強化を図ります。 

 

３－（９）県、市町の推進体制等 

 ①包括的地域福祉推進体制の構築 

   地域共生社会の実現に向けて、本県の包括的な地域福祉の推進体制の構築と関係機

関との連携・協働の受け皿づくりを進めるため、県・市町・社会福祉協議会をはじめ、

育児、介護、障がい、貧困などの福祉に関する各法に基づく支援を担う関係機関のほ

か、NPO やまちづくり団体、ボランティア団体など地域活動団体などが協議する仕組

み（ⅰ～ⅲ）を設けます。 

（ⅰ）地域福祉政策推進アドバイザー会議 

…育児、介護、障がい支援関係機関、NPO、民生・児童委員、学識経験者等、地域

の実践者で構成し、地域の福祉課題を包括的に解決するための施策を検討する。 

（ⅱ）地域福祉政策推進ワーキンググループ 

…県の関係課で構成し、将来的な地域福祉のあり方に関する協議等を行う。 

（ⅲ）地域福祉政策推進会議 

…県、市町、県社会福祉協議会で構成し、本県の包括的な地域福祉政策に関する

協議を行う。 

   これら取組みにより、市町における包括的な支援体制の構築の取組みの支援、広域

での人材育成やネットワーづくり、広域での支援や調整が求められる地域生活課題へ

の対応などの役割を担います。 

 ②市町地域福祉計画の策定及び推進の支援 

   市町が社会福祉法第 107 条の規定に基づく地域福祉計画の策定や計画の推進が図れ

るよう支援します。 

 ③市町との円滑な情報共有 

   国の制度改正の動向や地域福祉を取り巻く状況について、迅速な情報提供に努めま

す。 

 ➃市町における包括的な支援体制の構築の支援 

市町における包括的な支援体制の構築に向けて、国において検討が進められている

「1.断らない相談支援」「2.参加支援（社会とのつながりや参加の支援）」「3.地域づく

りに向けた支援」を一体的に行う市町の新たな取組みを支援します。 

 


