
資料１

No 分類 目標 手段 事業

担当部署等（複
数課が関係する
事業は，本計画
策定時の調査先

を記載）

平成30年度～32年度計画（予定）

1

（１）介護予防事業
の推進

課題：介護予防の必
要性を知り，地域の
実情に応じて，住民
が主体的に活動で
きる体制づくり

地域住民の介護予
防に対する意識向
上の体制づくり

・生活機能低下予防や認
知症予防等につながる適
度な運動，バランスのと
れた食生活などの推進，
関係各課との連携（健康
づくりの推進）

・「坂出市健康増進計画」「坂
出市食育推進計画」との連携
（継続）

けんこう課 　健康増進計画・食育推進計画の中間評価を行い，計画の進捗状況
を把握する。
　庁内推進体制の連携・整備をはかり，計画が推進できるよう坂出市
健康づくり庁内会議および同作業部会を継続して開催していく。
　また，坂出市健康づくりをすすめる市民の会においても計画を推進
するため協議・取組を実施する予定。

2

・地域における住民主体
の介護予防活動につなげ
る意識づけ

・坂出市社会福祉協議会が推
進している仲間づくり活動との
連携・支援（継続）

ふくし課 市社会福祉協議会と連携し，各地区社会福祉協議会内の仲間づくり
活動を助成することにより，組織化を支援する。

3

介護予防活動につ
ながる取り組みの充
実

・地域における住民主体
の介護予防活動の人材
育成

・坂出市社会福祉協議会が推
進している仲間づくり活動との
連携・支援（継続）

ふくし課 ＜再掲（No2）＞

4

（２）地域住民による
自主活動の充実

課題：ひとり暮らし
高齢者や高齢者夫
婦世帯が増える中，
地域で世代間交流
を図り，地域住民が
ともに支え合う体制

地域住民同士の交
流の推進

・各地域における自主的
な通いの場づくり

・坂出市社会福祉協議会が推
進している仲間づくり活動との
連携，支援（継続）

ふくし課 ＜再掲（No2）＞

5

・老人クラブ等の普及啓
発活動

・老人クラブ等内の活動の多
様化，若い世代の関心をひく
ような活動の導入（拡充）

ふくし課

6

・その他クラブ等からの会員の
参加促進（拡充）

ふくし課

老人クラブに対する支援をしつつ，活性化を働きかけていく。会員数
増加、クラブ数ともに増加を図っていく。

「高齢者の生活を支える対策」実施計画（各課ヒアリング結果）　　　　　　　　.

坂出市高齢者福祉計画および第７期介護保険事業計画
第５章　３．高齢者の生活を支える対策の充実
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7

・小中学校における福祉
教育活動

・福祉施設への訪問，運動会
等における高齢者との交流活
動等の開催（継続）

学校教育課 福祉施設への訪問，運動会等での高齢者との交流，各校区において
独居老人宅への訪問・交流，敬老会への参加。

8

・ひとり暮らし高齢者宅への配
食サービス，手紙の配達（継
続）

学校教育課 各校区での独居老人宅への配食サービス，手紙の配達（一部校区で
は年賀状を含む。）の実施を継続していく。

9

・地域住民の自主的な参
加による福祉教育活動

・民生委員・児童委員や関係
機関団体との連携（継続）

ふくし課 市社会福祉協議会とともに，民生委員や地区社会福祉協議会の活動
を助成するとともに，互いに連携して，地域福祉活動を推進する。

10

地域住民がお互い
に助け合い，支え合
う体制づくり

・ＮＰＯ法人，社会福祉協
議会等の団体によるボラ
ンティア活動

・ＮＰＯ法人による配食サービ
ス，声かけ・見守り活動，いき
いきサロン，居場所づくり等の
活動（継続）

ふくし課 各地区社会福祉協議会における見守り活動の実施手段の一つとして
推進する。配食サービスについても実施を継続していく。

11

・坂出市社会福祉協議会によ
るふれあいサービス等の活動
（継続）

ふくし課 坂出市社会福祉協議会に対する助成により，ふれあいサービス等の
活動を支援する。

12

・老人クラブによるひとり暮らし
高齢者世帯・寝たきり高齢者
宅への訪問（継続）

ふくし課 老人クラブに対する支援をしつつ，ひとり暮らし高齢者世帯・寝たきり
高齢者宅への訪問活動を継続していく。

13

・関係機関との連携（継続） ふくし課 ＜再掲（No9）＞
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14

・民生委員・児童委員に
よる地域ケア体制づくり

・援護を必要とする住民への
見守りや声かけと相談支援活
動の推進（継続）

ふくし課 民生委員に協力をいただきつつ，援護を必要とする住民への見守り
や声かけと相談支援活動を推進する。

15

（３）社会参画の推
進

課題：高齢期におけ
る社会とのつながり

生涯学習やスポー
ツ活動を通じての生
きがいづくりの推進

・生涯学習につながるよう
な市民講座の実施および
周知

・公民館講座，働く女性の家講
座（継続）

生涯学習課 講座の充実を行い、生涯学習の推進を図る。

16

・女性セミナー（継続） 生涯学習課 内容等の充実を行い、生涯学習の推進を図る。

17

・生涯楽習フェスタ（継続） 生涯学習課 展示、ステージ発表、体験教室を通じて、生涯学習の推進を図ってい
く。

18

・市民全体へのスポーツ
等体育活動の実施および
周知

・シニア体力測定（継続） 生涯学習課 体力測定を実施することにより、スポーツおよび健康への関心を高め
る。

19

・ラジオ体操普及活動（継続） 生涯学習課 ラジオ体操大会の開催やラジオ体操広場の増設を図るなど、ラジオ
体操を行う機会の増加を図る。
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20

・ペタンク，グラウンドゴルフ等
スポーツ大会の実施（継続）

生涯学習課 生涯スポーツの紹介や、大会を実施することにより、市民相互の親睦
と健康増進を図る。

21

・各種活動について，高齢者
のみならず家族や地域住民全
体への周知（拡充）

生涯学習課 各種スポーツ大会・行事等の開催について、広報、ホームページ、ツ
イッター等を活用し周知していく。

22

元気な高齢者の社
会参画・就労の促進

・地域コミュニティにおけ
る人材育成

・老人クラブ等での郷土文化
等の継承活動（継続）

ふくし課 老人クラブによる郷土文化等の継承活動を推進する。

23

・高齢者の生きがいづくりのた
めの講演会（継続）

ふくし課 老人クラブにおける老人大学など，生きがいづくりのための活動を推
進し、老人大学への参加者の増加を図る。

24

・香川県老人クラブ連合会によ
るリーダー養成講座等への参
加（継続）

ふくし課 各地区老人クラブの会長にも、リーダー養成講座への参加を促してい
く。

25

・シルバー人材センター
の活動の充実および周知
活動

・通常の業務活動に加え，業
務の受注増加および多様化に
ついての関係機関との連携
（拡充）

ふくし課 本市独自の上乗せ幅を引き上げて助成していく。

26

・会員増加のための広報活動
（継続）

ふくし課 シルバー人材センターによる会員増加のための広報活動を支援す
る。
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27

（４）在宅生活を支え
るサービスの推進

課題：さまざまな高
齢者世帯の存在を
想定した上での，介
護保険制度で対応
できない部分への
支援制度の見直し
および充実

在宅介護の支援 ・高齢者が住み慣れた地
域で安心して快適に過ご
せるよう必要な福祉サー
ビス

・介護支援サービスの充実（継
続）
　◆老人入浴サービス給付

ふくし課 老人入浴サービス給付事業を実施する。

28

・きんとキット・携帯カード利用
においての消防本部や民生委
員等との連携（継続）

ふくし課 民生委員などの協力により，普及を図るとともに，救急時に十分活用
されるよう，消防本部との連携を深める。また、119番登録について
も、登録の推進をしていく。

29

・119番登録制度の普及活動
（拡充）

消防本部 防災・救急講習会で適切な防災対策の普及啓発の実施。また，民生
委員・自治会等の協力を得て，一層の普及活動を推進する。

30

ひとり暮らし高齢者
への生活支援

・在宅で介護を必要とす
るひとり暮らし高齢者の
保健衛生，福祉の向上を
図るための福祉サービス

・介護支援サービスの充実（継
続）
　◆老人福祉電話貸与事業
　◆要援護老人給食サービス
事業

ふくし課 両事業を実施するとともに，要援護老人給食サービス事業について
は，他地区の状況を見守る。

31

（６）住み慣れた地
域で生活するため
の環境づくり

課題：安全と安心の
あるまちづくりの提
供

高齢者に適切な住
まい環境の整備

・高齢者が安心して暮らし
ていくことができるよう，
住まいに関する情報提供
・本人の身体的状況や環
境などに応じて，適切な
住居で生活できるよう，関
係機関との連携

・ケアハウス，有料老人ホー
ム，サービス付き高齢者住
宅，養護老人ホーム等の状況
把握と情報提供（継続）

ふくし課 養護老人ホームへの入所相談を受け，情報提供や入所調整を実施
するとともに，介護を要する方からの相談は，関係部署等へつないで
いく。
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32

・災害時を想定した住宅
整備

・坂出市民間住宅耐震対策支
援事業（継続）

建設課 本事業を推進し，効果的な広報活動を行うなど，更なる耐震化の促進
を図る予定である。

33

・必要に応じての市営住宅の
建て替えにおける高齢者，障
がい者対応の住宅供給，整備
（新規）

建設課 現時点では、建替え事業の実施予定はない。

34

・住宅用火災警報器のさらなる
普及活動（拡充）

消防本部 普及啓発活動を実施する。

35

高齢者だけでなく，
地域住民が生活し
やすい都市整備

・バリアフリーを考慮した
都市整備

・適切な歩道幅員や段差の解
消，勾配の軽減等に配慮した
街路整備（継続）

都市整備課 京町線・福江松山線（東工区）の早期完了を目指し、用地買収および
工事の進捗を図る。

36

・高齢者を含めた地域住
民が利用しやすい公園整
備

・高齢者や子どもの利用に配
慮した公園などの整備（継続）

都市整備課 安全で利用しやすい公園施設の整備を進める。
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37

・高齢者，障がい者等で
も利用しやすい公共交通
機関の整備

・デマンド型乗合タクシー，循
環バスの利用促進と改善（拡
充）

都市整備課 事業を継続するとともに、引き続いて利用促進に努める。また、利用
者のニーズに応じた見直しに取り組む。

38

交通安全対策を推
進し，増加傾向にあ
る高齢者の事故防
止対策

・高齢者に向けての交通
事故防止・交通安全対策

・65歳以上の高齢者を対象と
した高齢者運転免許証自主返
納支援事業（継続）

都市整備課 事業を継続する。

39

・高齢者の主体的な参加
による交通安全の啓発

・高齢者参加による交通安全
キャンペーン（継続）

共働課 事業を継続する。

40

・老人大学・自治会での高齢
者交通安全教室（継続）

共働課 事業を継続する。

41

災害および救急救
命時を想定した支
援体制の整備

・災害時を想定した都市
整備

・各事業計画に基づく公共施
設の耐震化工事（継続）

政策課

建設課

「公共施設等総合管理計画」に基づいた取り組みを行なう。
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42

・災害時の対策 ・自主防災組織の結成・活動
促進（継続）

危機監理室 ・全ての地域に自主防災組織を設置するとともに，既存の組織につい
ても活発な活動が出来るようサポートしていく。

43

・避難行動要支援者避難支援
計画の普及活動（継続）

危機監理室 今後も普及活動を継続していく。

44

・災害時の避難体制（避難行
動要支援者避難支援計画〔個
別計画〕）の整備（拡充）

危機監理室 今後も普及活動を継続していく。

45

・福祉避難所（二次避難所）の
整備（拡充）

危機監理室 今後も継続して取り組む。

46

・救急救命時の対策 ・きんとキット・携帯カード利用
においての消防本部や民生委
員等との連携（継続）

ふくし課 ＜再掲（No28）＞

47

・119番登録制度の普及活動
（拡充）

消防本部 ＜再掲（No29）＞

48

・老人大学での救急実技指導
（継続）

消防本部 季節毎における高齢者の事故防止対策等普及啓発活動を実施す
る。
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「高齢者の生活を支える対策」実施計画（各課ヒアリング結果）　　　　　　　　.

坂出市高齢者福祉計画および第７期介護保険事業計画
第５章　３．高齢者の生活を支える対策の充実

49

・火災予防対策 ・住宅用火災警報器のさらなる
普及活動（拡充）

消防本部 ＜再掲（No34）＞

50

・老人大学での防火講話（継
続）

消防本部 高齢者に対して災害等への備え方についての講話を実施する。
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