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４

第５章 施策の展開

みんなが地域で活躍するまちづくり

１．就労支援体制の充実
（１）高齢者、障がい者の就労の促進
現状と
課題

●

高齢者や障がいのある人であって
も、就労を希望した時に、それぞれの状
況に適した就労の機会を創出すること
が重要です。

●

社会の第一線を退いた高齢者が気軽
に働くことができ、自己の経験と能力
を活用できる機会づくりが一層求めら
れています。

●

障がいのある人の就労は、自立した
生活の基盤となるとともに生きがいや
社会参加の観点からも重要です。

課題解決のために

取組
実績

○

定年退職後も今まで培って
きた技術や知識を生かし社会
参加を希望する 60 歳以上の方
に、臨時的短期的な就労の場を
提供し、生きがいの創出、地域
社会の活性化を図ることを目
的とするシルバー人材セン
ターの活動を支援しています。

○

障がいのある人の雇用促進
のために関係機関と連携し、就
労に関する情報を共有したり、
障がい者自立支援協議会地域
生活・就労支援部会と連携し
て、支援体制の整備を推進して
います。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

高齢者や障がい者が自立した生活が送れるよう、地元企業等へ雇用機会の拡
大を働きかけるとともに、地域における支援体制の充実を図る。

第３期計画

高齢者や障がいのある人の自立した生活の基盤づくりのために、地域の取組
や民間企業、作業所等の各種関係機関と連携し、一人ひとりの適性に合った
就労につなげる機会提供に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□仕事を通した生きがいづくりを心掛ける。
□シルバー人材センターや作業所等の活動内容を理解する。
●地域の役割（共助）
□行政や関係機関等と協力・連携して町民にとって必要な就労情報の共有に努める。
□職場の段差の解消など、障がいのある人が働きやすい環境づくりに努める。
●⾏政の役割（公助）
□シルバー人材センターや事業所等との連携により、高齢者や障がいのある人の就業
機会の提供に努める。
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２．生きがい活動の充実
（１）生きがい活動の充実
現状と
課題

●

年齢や障がいの有無に関わらず、す
べての町民が生きがいを持って社会参
加できるような地域をつくっていくこ
とが重要です。

●

数年後から団塊の世代が 75 歳とな
り、後期高齢者が増えることが見込ま
れます。そうした方を含めて高齢者が、
地域で活躍できるようにこれまで培っ
た知識や経験を活かせる場所や機会を
見つけていく必要があります。

●

町民が生涯にわたって生きがいを持
ち、地域で活躍する場面が増えるよう
な生涯学習プログラムが必要とされて
います。

課題解決のために

取組
実績

○

高齢者がさまざまな学習活
動を通して、自ら進んで生きが
いを持てるよう各公民館で高
齢者学級を開催しました。

○

体験活動や健康・教養講座の
開催など、町民同士の交流を
通じて、参加者が生きがいを
持てるよう内容の充実を図り
ました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

高齢者や障がい者が生きがいのある暮らしを送ることができるよう、学習、
趣味、交流などさまざまな活動を推進・支援するとともに、町民の自主的な
活動等を通じた地域福祉の向上を目指す。

第３期計画

高齢者や障がいのある人が、知識や技能の向上、趣味や交流などを通して、
地域で生き生きと暮らしていけるよう支援する各種プログラムの充実に努
める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□自分の好きなことや、趣味に取り組む時間を意識的に設けるよう心掛ける。
□趣味等に関連する地域の活動に積極的に参加する。
●地域の役割（共助）
□技術や知識を持つ人に積極的に声がけし、活躍できる場と世代間交流できる場づくり
に努める。
●⾏政の役割（公助）
□参加者のニーズを把握し、今後開催するプログラムの充実につなげる。
□生涯学習の活動内容を、広報紙やホームページ等を活用して周知に努める。
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（２）スポーツ・レクリエーション活動の推進
現状と
課題

●

スポーツ・レクリエーションは、町民
の健康づくりや交流の機会となる、日
常生活に欠かせない取組の一つです。

●

高齢化が進行し、今後も高齢者の割
合は増加することが予想されます。そ
のような中で、高齢者が心身ともに健
康で元気に暮らし続けるためには、気
軽に取り組める運動や参加者同士で交
流できる機会づくりが重要です。

●

取組
実績

○

地域のコミュニティーづく
りに向けて、多くの世代が参加
できる運動会やスポーツ大会
を各地域や各地区で開催しま
した。

○

60 歳以上を対象とした高齢
者運動会を開催し、健康で明る
くいきいきと暮らせるよう取
り組んでいます。

健康で元気な高齢者が増え、明るい
まちづくりを推進していくためにも、
高齢者のスポーツ・レクリエーション
活動の機会を充実させていくことが求
められています。

課題解決のために

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

スポーツを通した健康づくりや、地域のリーダーの養成など、地域のコミュ
ニティづくりを行っていくとともに、生涯スポーツの環境づくりを推進する。

第３期計画

スポーツ・レクリエーションへの支援を通じた町民の健康づくりや町民同士
の交流の機会づくり、誰もが、いつでも、どこでも、気軽に参加できる環境
整備に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□地域活動や運動教室・スポーツスクール等に積極的に参加し、意識的に身体を動かす
機会をつくる。
□日頃の暮らしの中で、ちょっとした運動を心掛ける。
●地域の役割（共助）
□地域でスポーツ・レクリエーション活動が普及するために、地域のコミュニティを活
用して、町民のスポーツ参加を呼び掛ける。
□事業所等は、スポーツ・レクリエーション活動に協力するよう努める。
●⾏政の役割（公助）
□スポーツ・レクリエーション活動の情報提供や施設面の環境整備などを行う。
□活動団体及び指導者の育成や普及のための活動並びに支援を行う。
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５

安⼼して暮らせるまちづくり

１．避難行動要支援者の安全確保
（１）避難行動要支援者の把握
現状と
課題

●

災害時に備えて、日頃から高齢者や障
※9
がいのある人などの避難行動要支援者
を把握するための取組を推進すること
が重要です。

●

個人情報保護への配慮により、民生委
員・児童委員や自治会等の役員が住民情
報を把握しにくくなっており、緊急時に
備えた助け合い体制の構築が困難な場
合があります。

●

行政と地域、関係機関との連携を進め
ていくことが重要です。

取組
実績

○

課題解決のために

民生委員・児童委員と連携し
て、ひとり暮らしの高齢者、高
齢者世帯の情報を提供し、要支
援高齢者等の把握に努めるな
ど、各関係機関との日頃からの
情報の共有に努めています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民一人ひとりの個人情報を守りながら、関係機関等の協力のもと、要支援
者の的確な把握に努めるとともに、支援体制の確立を図る。

第３期計画

町民の個人情報を守りながら、避難行動要支援者名簿の整備を進めるととも
に、関係機関と連携し、常に新しい状況の把握と共有に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□隣近所に暮らす高齢者や障がいのある人などに気を配り、声掛けなどを心掛ける。
●地域の役割（共助）
□地域での防災訓練や避難誘導訓練等を通して、避難行動要支援者の把握に努める。
□民生委員・児童委員は、訪問活動等を通して避難行動要支援者の状況把握に努める。
□行政、民生委員・児童委員、関係機関と連携して、災害時に避難行動要支援者が迅速
かつ安全に避難できるよう、情報の共有を図る。
●⾏政の役割（公助）
□避難行動要支援者名簿の作成と情報更新に努める。9
□民生委員・児童委員や関係機関等と日頃から連携し、情報の共有に努める。

※9

高齢者、要介護認定者、重度の障がい者、難病患者などのうち、災害が発生した場合に自ら避難することが困難
であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人。

74

第５章 施策の展開

（２）避難行動要支援者への支援
現状と
課題

●

災害時に町民や地域、行政等が避難
行動要支援者に適切な対応がとれるよ
う、それぞれの役割を明確にすること
が重要です。地域で一体となり、日頃か
らの備えの意識と、避難対応の理解の
促進を進めていく必要があります。

●

東日本大震災をはじめ各地の大規模
災害を教訓に、災害時における高齢者、
障がいのある人の安否確認や避難誘導
などの支援活動、さらにその後の避難
所生活などにおいて、日頃の地域のつ
ながりと支え合いの大切さが改めて重
要視されています。

取組
実績

課題解決のために

○

町民の防災に対する意識を
高めることや、避難体制の強化
を図るため、河川氾濫や大規模
地震等の災害を想定した町民
参加型の防災訓練を行いまし
た。

○

緊急要請や見守り等が行え
る緊急通報システムの利用促
進を図り、緊急時の支援体制の
確保に努めました。

○

民生委員・児童委員や社会福
祉協議会等と連携して、避難行
動要支援者への見守りや安否
確認等を行いました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

地域におけるさまざまな活動と連携し、要支援者への支援を図るとともに、
緊急対応が発生した場合の体制などの確立を図る。

第３期計画

町民や地域の中で、災害時に避難行動要支援者へ福祉に対応した支援ができ
る体制づくりに努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□日頃から隣近所の高齢者や障がいのある人と交流を図り、災害時にできることを考え
る機会をもつように努める。
□行政や地域で行っている防災訓練に積極的に参加するよう心掛ける。
●地域の役割（共助）
□災害時の避難場所を地域住民に周知するよう努める。
□避難行動要支援者一人ひとりへの見守りや安否確認、緊急時の対応等を行う地域の見
守り活動などを推進する。
□日頃から関係機関・団体と連携し、情報交換に努める。
●⾏政の役割（公助）
□各種啓発を通して、町民の防災知識や意識の普及に努める。
□町民や地域に向けて、高齢者や障がいのある人への理解の促進を図る。
□避難行動要支援者が避難先でも安心して過ごせるための対策を検討し整備を進める。
□緊急通報システムの普及と利用促進に努める。
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２．安全対策の充実
（１）防災対策の充実
現状と
課題

●

●

●

近年各地で多発している集中豪雨に
よる河川の 氾濫や土砂 災害等の対 応
や、将来発生が危惧される大規模地震
に対する備えとして、全国で防災に対
する意識が高まっています。
災害発生時の被害状況によっては、
町の支援がすぐに届かない場合がある
ことも考えられるため、地域ごとの自
主的な防災体制づくりを進めていくこ
とが求められます。
町内の自主防災組織は地域ごとに組
織化を進めていますが、日頃からの町
民同士のつながりづくりや情報交換な
ど、防災につながる町民一人ひとりの
取組を進めていくことも重要です。

課題解決のために

取組
実績

○

県の地域防災計画に基づき、
「会津美里町地域防災計画」を
必要に応じて修正しながら、防
災体制の強化を図っています。

○

自治区による自主防災組織
の設立を支援するため、地区ご
とに説明会を開催し、町民意識
の向上に努めています。

○

設立された自主防災組織に
対して、防災に関連する物品の
購入のための補助金を交付し、
防災体制の充実を支援してい
ます。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

地域や関係機関等と連携しながら、災害時要支援者の安全確保など防災対策
の強化を図る。

第３期計画

日頃からの町民同士の交流を通した防災への取組の推進と、地域ごとの自主
的な防災体制の整備と意識の向上に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□日頃の近所付き合いを大切にし、情報交換に努めたり、地域のつながりを大切にする。
□災害時における地域の危険箇所や避難場所を各自で把握するよう努める。
□地域の防災訓練や避難訓練などに積極的に参加する。
●地域の役割（共助）
□地域ごとに自主防災組織の設立と、活発な取組に努める。
□地域で自主的に防災訓練や避難訓練などを行い、町民に参加を呼び掛ける。
●⾏政の役割（公助）
□町の防災対策を進めるとともに、地域の自主防災組織の設立に必要な支援を行う。
□防災ハザードマップを随時更新し、周知に努める。

76

第５章 施策の展開

（２）防犯対策の充実
現状と
課題

●

町民が日頃から地域で安心して暮ら
していくためには、地域の安全確保が
必要です。

●

地域ごとに犯罪を未然に防ぐための
取組や啓発活動を推進していくことが
求められます。特に、子どもの見守りや
通学路などの危険箇所の把握と改善を
図るなど、子どもの安全を確保してい
くことが重要です。

●

インターネットを介した詐欺的な被
害や、高齢者等の消費者被害など巧妙で
悪質な犯罪が目立つことから、各種関係
機関との連携を強化した町全体での取
組を推進していくことも重要です。

課題解決のために

取組
実績

○

明るく犯罪のない町づくり
を推進するために、各自治区の
防犯灯の設置や電気料金につ
いて補助金を交付しています。

○

子どもを犯罪等の被害から守
るために、
「ひと声運動」や「犯
罪等の兆しを発見した時の通
報」
、
「子どもは地域で守る」とい
う意識の浸透を図るための啓発
活動を推進しています。

○

消費生活相談窓口を設置し、
相談業務・消費者教育・啓発活
動等を行ってきました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

地域の活動や関係機関等と連携しながら、町民同士のつながりをもとに防犯
対策の強化を図る。

第３期計画

地域で犯罪を未然に防ぐことができるよう、町民一人ひとりの防犯意識の向
上や犯罪予防活動に取り組むとともに、警察や学校、その他関係機関と連携
した情報提供や相談体制の充実に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□日頃から防犯に関係することに気を掛けて、情報を集めるよう努める。
□見守りや声かけをするように努めたり、地域の防犯活動にできるだけ参加するように
する。
□児童生徒の登下校時の見守りに協力するよう心掛ける。
●地域の役割（共助）
□集会等で話し合うなど、地域の防犯活動について意見や要望を集める。
□PTA や子ども会などで、子どもの通学路等の危険箇所を発見した場合、関係機関へ相
談や報告をする。
□子どもの通学時などにおける地域での見守り活動を広げる。
●⾏政の役割（公助）
□地域で取り組んでいる防犯活動を支援するとともに、活動の情報の周知に努める。
□警察や学校などの関係機関と連携して、町民の防犯意識の向上や情報提供、相談支援
体制の充実に努める。
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３．活動しやすいまち
（１）バリアフリー、ユニバーサルデザインの推進
現状と
課題

●

高齢者や障がいのある人が気軽に外
出ができて、積極的に社会に参加してい
くために、町内の公的な施設や設備、交
※10
通機関等のバリアフリー 化を進める
ことが重要です。

●

より多くの人が安全で快適に利用で
きるよう、今後のまちづくり事業におい
※11
てユニバーサルデザイン の視点を取
り入れ、誰もが活動しやすい生活環境の
整備を進めることが求められています。

課題解決のために

取組
実績

○

県が発行する「ふくしまっ
ぷ」を基に公共施設、銀行、公
園などの施設、トイレなどのバ
リアフリーについての情報の
提供に努めています。

○

ユニバーサルデザインの理
念に基づき、新庁舎及び複合文
化施設（じげんプラザ）は、誰
もが利用しやすいよう整備し
ました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

障がい者や高齢者なども含め、誰もが安心して活動できるよう、施設・設備
等のバリアフリー化、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進する。

第３期計画

高齢者や障がいのある人など、誰もが安心して生活できる環境を整えるため、
公共の施設や設備等におけるバリアフリー化やユニバーサルデザインを推
進し、安全で快適なまちづくりに努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□点字ブロックに駐輪をしたり、路上や障がい者等専用駐車場に駐車をしたりしないよ
う心掛ける
●地域の役割（共助）
□自治会などの地域の組織で、危険箇所の点検を行い、関係機関へ報告するよう努める。
●⾏政の役割（公助）
□福祉教育や体験学習等を通じ、町民にバリアフリーやユニバーサルデザインへの理解
を広げるよう努める。1011
□公共の施設や設備、交通機関等のバリアフリー化・ユニバーサルデザインを進める
□安全・安心で快適な住まいづくりに関する情報提供や周知に努める。

※10

高齢者や障がいのある人等が生活していく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。物理的、
社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁などすべての障壁を除去する考え方。

※11

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインす
る考え方。
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（２）外出への支援
現状と
課題

●

高齢者や障がいのある人など、車を
運転できない（しない）町民が行きたい
場所への移動手段の確保が地域課題と
なっています。

●

高齢化が進み、車の運転をしなくな
る高齢者が今後増えていくことが考え
られるので、車を運転しなくても地域
で暮らしやすい環境づくりを検討して
いく必要があります。

●

日常生活に必要な買物や通院のため
の移動に困難を感じている方々への外
出支援サービスの推進や、町民相互の
助け合いなどによる支援が求められて
います。

課題解決のために

取組
実績

○

高齢者をはじめとした交通
弱者の通院・買い物等の足の確
保及び商店街の活性化を図る
ことを目的に、「美里あいあい
タクシー」を運行する商工会に
運行欠損額を補助しています。

○

新たに高田厚生病院内での
利用券販売を開始し、利便性の
向上に努めるとともに、休日運
行の利用者実態を把握するた
め、町内で開催されるイベント
に併せた休日の試験運行を行
いました。

○

公共交通機関を利用し通院
するのが困難な方に対して、外
出支援サービスの提供や、通院
などのために貸出しする車イ
ス同乗車貸出事業を行ってい
ます。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

高齢者や障がい者の方で、一人で外出するのが困難な人でも、必要な支援を
得ることで自由に外出できるよう、更なる支援を推進する。

第３期計画

高齢者や障がいのある人が、移動ができないことで日常生活に不便が生じな
いように、移動支援の充実や、地域での取組に対する支援を図る。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□移動手段が困難な方々に対する移動支援サービスなどの情報の収集・提供に努める。
●地域の役割（共助）
□移動が困難な高齢者や障がいのある人について、地域での支え合いに努める。
□行政や関係機関等と連携して、移動支援に関する情報の収集・提供に努める。
●⾏政の役割（公助）
□地域で取り組む移動支援について、支援や情報提供等を行う。
□町民が安心して生活を送れるよう、交通機関等の移動支援の充実に努める。
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４．支援が届きにくい人への支援
（１）生活困窮者等への支援
現状と
課題

●

近年、社会情勢の変化や核家族化が
進行し、家族の悩みや不安、問題も複雑
化しています。

●

経済的に困難な状況にある生活困窮
者やその世帯の子ども、子育てと介護
の両方を担うダブルケア家庭、ひきこ
もっている子どもが 50 歳以上になり、
その保護者も 80 歳となり親亡き後に不
安を抱く 8050 問題、ごみ屋敷問題な
ど、これらは個人の問題から家族や地
域に関わる問題まで複雑に絡み合って
います。そのため、既存の法制度やサー
ビスでは対応が難しい状況となってい
ます。

●

地域と行政、関係機関等が協働・連携
して、それぞれの状況に応じた支援を
講じていく必要があります。

課題解決のために

取組
実績

〇

子育て世帯や高齢者世帯、障
がいのある人やその世帯など
が、生活の中で抱えている悩み
や不安について、町の担当窓口
で相談できる体制を整備し、相
談内容に応じて、各種関係機関
等へつなげたり、制度やサービ
スについての情報提供等を行
っています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第３期計画

複雑な問題を抱える個人や家族に対して、本人やその家族への親身な相談支
援を行い、必要な制度やサービスへつなげていくとともに、地域と行政、関
係機関等が協働・連携して問題の解決に向かうよう努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□地域で問題を抱えている人や家庭を見つけたら、自治会や行政などの関係機関に相談
し、情報を共有するよう心掛ける。
●地域の役割（共助）
□地域でできる見守り支援などを検討し、できる限り寄り添った支援をする。
●⾏政の役割（公助）
□生活困窮者等の実態の把握に努め、民生委員や社会福祉協議会、地域包括支援セン
ター等と協働・連携して支援につなげる。
□各種制度やサービスの周知を図るほか、適切な対象へ必要な情報が届くよう努める。
□親身な相談対応を行うために、職員指導等に努める。
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５．権利擁護・成年後見制度の推進
（１）権利擁護の推進
現状と
課題

●

権利擁護とは、高齢者や障がいのある
人などで、人権やサービス利用の権利を
侵害されている（または、される可能性
がある）場合に、その人権や権利を守る
ことをいいます。

●

高齢者や障がいのある人、さらには子
どもたちが、虐待や差別を受けないため
に、町民や各種関係機関、民間企業など
への理解の促進や、虐待や差別を受けた
人を守る体制づくりが求められます。

取組
実績

※12

○

虐待防止ネットワーク会議
を開催し、各種関係機関と連携
して、情報共有等を行うなど、
虐待防止や適切な保護と支援
に努めています。

〇

障がいのある人が安心して
生活できるよう、権利擁護の推
進を図るとともに、障がいを理
由とする差別の解消に取り組
んでいます。

12

課題解決のために

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第３期計画

子どもから高齢者、障がいのある人まで、一人ひとりの人権が尊重され養護
されるよう、学校や地域、関係機関等が連携し、権利擁護の推進を図る。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□人権尊重の意識を持って、すべての人に思いやりを持って接するよう心掛ける。
●地域の役割（共助）
□行政、関係機関、学校等と連携し、権利擁護に努める。
□地域行事などでの差別や偏見をなくし、誰もが参加しやすい雰囲気づくりに努める。
●⾏政の役割（公助）
□各種関係機関の連携による虐待防止ネットワーク会議の体制強化に努める。
□小・中・高校、PTA、スクールカウンセラー※13、スクールソーシャルワーカー※14等
と連携し、児童・生徒のいじめ防止・不登校の早期発見・早期対応を図る。
□ケアマネジャー※15をはじめ、関係機関との連携強化を図り、認知症を患っている人
や障がいのある人の権利擁護を推進する。
□関係機関と連携し、人権問題に関する啓発活動を推進する。

※12

要保護児童をはじめ、高齢者虐待、障がい者虐待及び DV の早期発見や適切な保護を目的として、関係機関が
連携し対応を図るために設置した会議。

※13

学校において、子どもや保護者の相談やカウンセリングを行う専門家。

※14

児童や生徒が学校や日常生活で直面する苦しみや悩みについて、児童・生徒の家族、友人、学校、地域に働
きかけ、福祉的なアプローチによって解決を支援する専門職。

※15

介護や支援を必要とする人が介護保険制度を利用して自立した生活を送れるようサポートする人。
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（２）成年後見制度の推進
現状と
課題

●

●

※16

高齢化が進行する中、「成年後見制度
の利用の促進に関する法律」の施行によ
り、制度の利用促進に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するための体制づ
くりが求められています。

取組
実績

町民への制度理解や利用促進のため
に、社会福祉協議会等をはじめとして、
各種関係機関と連携を図り、認知症や障
がいのある人などが権利を侵害されず
に暮らしていくための支援を推進する
必要があります。

課題解決のために

○

成年後見制度について、その
内容や手続き等に関して、ホー
ムページなどを活用して情報
の発信に努めています。

〇

権利擁護業務として、相談を
受け、必要に応じて成年後見制
度の利用につなげています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第３期計画

認知症の方や、知的・精神障がいのある人とその家族の相談にのりながら、
成年後見制度を周知し、必要に応じて利用を促す。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□成年後見制度について理解を深めるよう心掛ける。
●地域の役割（共助）
□成年後見制度について、地域で理解が広がるよう社会福祉協議会や行政等と連携して
周知に努める。
□成年後見人が必要と思われる人を見つけたら、関係機関等に連絡してつなげる。
●⾏政の役割（公助）
□成年後見制度についての情報を発信し、周知に努める。
□民生委員・児童委員や社会福祉協議会、福祉サービス事業所等と連携して、成年後
見制度の利用が必要な人を支援する。16

※16

認知症や知的障がい等があるため、預金の出し入れや、施設入居等の契約手続きが自分でできない人の代行を
行う制度
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