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改訂版

　晩婚化・未婚化の進展や共働き世帯の増加、経済・雇用環境の変化などにより、出生数は減少傾向となる
一方で、少子高齢化や世帯の核家族化・単身化が進行しています。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡
大により、いつもの暮らしは大きく変わりました。
　人生や暮らしにおいて、様々な変化や困難に直面することは避けられませんが、このような状況にあって
も、誰もが役割を持ち、互いの存在を認め、そして時に支え合うことで、孤立せずにその人らしい暮らしが
守られる地域社会にしていくことが求められます。
　本町ではこれまで令和７年（2025年）に向けて地域包括ケアシステムの深化・推進を目指し、医療・介
護・障害者支援・子育てに関する各種計画を策定し推進してきましたが、それらの上位計画として位置づ
け、本町における課題を整理し、地域における「新たな支え合い」の仕組みを構築するとともに、「成年後
見制度の利用の促進に関する法律」第14条に基づき策定する「多度津町成年後見制度利用促進計画」及び
「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に基づき策定する「多度津町再犯防止推進計画」を包含
する計画として「多度津町地域福祉計画・多度津町自殺対策計画」を見直し、町民が安全で安心して暮らせ
る社会の実現を図ります。

　町民自らが地域福祉の担い手となってお互いを認め合いながら、主体的に活動していくとともに、一人ひ
とりが自殺を身近な問題として考え、地域全体で自殺を防ぐ取り組みができるよう、

を基本理念に掲げ取り組んでいきます。
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1.移動手段の確保

2.生活困窮者への支援

3.自殺対策の推進 
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1.再犯防止推進への取り組み

2.成年後見制度利用促進のための取り組み

「みんなでつくろう！～愛と笑顔で支え合うまち～」
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【編集】

【発行】
【改定】

　誰もが住み慣れた地域で、お互いに思いやり、支え合いながら、尊厳を持ってその人らしく生活を継続す
ることのできる地域づくりを目指します。
　そのための取り組みの一つとして、利用者がメリットを実感できるよう、権利擁護支援や成年後見制度を
適切に利用できる体制を整備していきます

■地域連携ネットワーク
　権利擁護を必要とする方が、本人らしい生活を守るための制度として、成年後見制度を利用できる
よう「権利擁護支援の必要な方の発見・支援」「早期の段階からの相談・対応体制の整備」「意思決
定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」を目指します。また、本
人、後見人等を保健・福祉・医療・地域等の関係者と司法等が連携し、適切に必要な支援につなげる
体制を整備していきます。

■中核機関
　中核機関とは地域連携ネットワークの中核となる機関のことを指し、成年後見制度等の相談窓口と
して「成年後見支援センターたどつ」を設置しています。
　行政・社会福祉協議会・地域包括支援センター等が協力・連携し、広報機能・相談機能・制度利用
促進機能・後見人支援機能・不正防止効果の役割を担います。

■町長申立て
　判断能力が不十分な方が、成年後見人等を必要としている状況にもかかわらず、本人や親族等が申
立てをすることが難しい場合、町長が家庭裁判所に申立てます。

■申立て費用・報酬助成
　成年後見制度の利用が必要な方で、その費用負担が困難な方に対し、申立て費用や成年後見人等に
対する報酬費用を助成します。

■後見人支援
　家庭裁判所との連携を強化し、受任後の成年後見人等への活動支援をできるよう体制整備を整
えます。

①本人を後見人とともに支える「チーム」による対応
　地域全体の見守り体制の中で、権利擁護支援が必要な人を地域において発見し、必要な支援へ結び
付ける機能を強化します。

②地域における「協議会」等の体制づくり
　個々のケースに対する「チーム」での対応に加え、地域において、法律・福祉専門職団体や関係機
関がこれらのチームを支援する体制を構築します。
　本町においては、福祉・医療・保健、地域及び行政機関が連携し、高齢者、児童及び障害者の福祉
の促進を図ることを目的とした既存の「多度津町地域サポートネットワーク連絡会議」があります。
その連絡会議の専門部会として「成年後見制度利用促進対策部会」（以下「成年後見部会」とい
う。）を令和２年４月に設置しました。
　成年後見部会では、成年後見制度の利用促進に関する基本的事項や中核機関・地域連携ネットワー
クの在り方等について協議します。
　また、関係機関の担当者及び専門職の知識及び経験を、成年後見制度の利用促進に関する施策に反
映させるため、「実務者会」を設置し、個別事例の検討や情報交換等を行い、本人を見守る体制や
「チーム」を支援する仕組みを検討します。

（１）権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築

（2）チーム・協議会機能の充実

取り組みの内容

（2）日常生活自立支援事業・成年後見制度の利用促進

5．成年後見制度利用促進のための取り組み5．成年後見制度利用促進のための取り組み



１．移動手段の確保１．移動手段の確保

自　助

互助・共助

公　助

　75歳以上の高齢者にタクシー料金券（タクシーチケット）を交付し、高齢者の外出の機会の増加、経済的
負担の軽減を図ります。
　また、令和３年10月より住民主体で行う移動サービス「移動サービス　チョイ来た」の試験運行が開始さ
れました。
　今後、広報誌や自治会配布のチラシでサービスの普及啓発を図るとともに、住民ボランティアの育成に努
め、「移動サービス　チョイ来た」の後方支援を行います。

▪みんなで車やタクシー等に乗り合わせることを心がけましょう。
▪公共交通機関を有効に利用しましょう。

　若年層、特に思春期の者への啓発を強化するため、多度津中学校の生徒が日頃から使用している連
絡帳の裏面を活用し、各種相談窓口の紹介等を行っています。

　新型コロナウイルス感染症に関連したこころの相談を実施します。
　また、若者に身近なSNS等を活用し、迅速かつ正確な情報提供を行います。

　若年層、特に思春期の者への啓発を強化するため、多度津中学校の教職員を対象に「思春期におけ
る自傷・自殺予防について、気になる子どもへの支援について」研修を行い、教員の資質向上を図っ
ています。

▪公共交通機関を利用しやすい方法を考え、提案しましょう。
▪公共交通を利用推進するグループをつくりましょう。
▪自治会や地域等において、買い物や送迎方法について協議、検討を行いま
しょう。

▪75歳以上の高齢者にタクシー料金券（タクシーチケット）を交付します。
▪「移動サービス　チョイ来た」の普及啓発に努めます。
▪移動手段の確保は、地域福祉の向上にあたっての課題となっていることから、今
後も協議、検討を行います。

　全ての町民に寄り添い、必要な支援につなげていくことで再犯を減らし、互いに地域社会の一員として支
え合いながら誰もが安心して暮らすことのできる安全な社会の実現を目指します。

２．生活困窮者への支援（生活困窮者自立支援事業の取り組み）２．生活困窮者への支援（生活困窮者自立支援事業の取り組み）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業要請や雇用情勢悪化に伴う解雇・離職に陥っている方
など生活に様々な課題を抱える世帯が増加する中、国は、「新型コロナウイルスの影響による特例貸付」の
特例措置を行いました。
　本町においても、生活困窮者に関する相談やその特例措置の申請に係る相談が急増し、生活に対する支
援・生活福祉資金貸付・緊急食糧等支援等の相談体制を強化し、関係機関と連携しながら安定した生活に向
けた自立支援を行っています。

３．自殺対策の推進３．自殺対策の推進

（１）児童、生徒への啓発

（2）教職員への研修

（3）コロナ禍における「自殺対策の推進」

　自殺は地域全体で防ぐことができるという視点に立って、地域の人々、関係機関、行政が緊密に連携し、
自殺に追い込まれる危険性の高い人に対して、適切な支援を行う体制を構築し、誰も自殺に追い込まれるこ
とのないまちづくりを推進します。

③②

主体 取り組みの内容

取り組みの内容

　生活困窮者自立支援事業における自立相談支援事業や就労準備支援事業、就労訓練事業、住居
確保給付金の支給などにより、刑務所出所者等を含む生活困窮者の自立に向けた支援を進めるほ
か、コレワーク四国※（高松矯正管区矯正就労支援情報センター）等の関係機関との連携に努め
ます。

　法務少年支援センター高松（高松少年鑑別所）などと連携し、青少年の健全育成・非行防止に
係る啓発を進めます。
　また、家庭の状況にかかわらず、子どもたちが安心して勉学に打ち込めるよう、修学支援を進
めます。

　更生し、地域で自立した生活を送ろうとする方のさまざまな課題に対応するため、早期から切れ目
のない相談支援に努めます。
　また、すべての町民が地域で孤立することなく、安心して暮らすことができるよう、それぞれの状
況を踏まえた保健、医療、福祉等のサービスの提供につなげるとともに、各種サービスについてさら
なる充実を図ります。

（１）就労・居住の確保のための取り組み

（2）保健医療・福祉サービスの利用の促進

（3）非行の防止及び学校等と連携した就学支援の実施のための取り組み

取り組みの内容

　保護司会※、更生保護女性会※等の民間協力者の活動の促進を図ります。
保護司会を始め、善通寺地区更生保護サポートセンター※等の関係機関や地域住民の協力を得なが
ら、「社会を明るくする運動」や「再犯防止啓発月間」（毎年７月）の事業などを通じて、再犯防止
についての広報・啓発を進めます。
また、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の推進に取り組みます。

（4）民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取り組み

　高松保護観察所等の国の機関、香川県、矯正施設等と、それぞれ把握している課題の情報共有を行
うなど、連携強化を推進します。
また、再犯防止推進のために欠くことのできない存在である民間協力者との適切な役割分担によっ
て、効果的な連携体制を構築します。

※コレワーク四国とは
「コレワーク（矯正就労支援情報センター）」は、前科があるという理由などか
ら仕事に就く上で不利になりがちな受刑者等の就労を支援するために設置され、
受刑者等の希望職種や資格などの情報提供をはじめとした採用手続きのための支
援を行うことで、雇用のマッチングを進めている法務省の機関です。

※保護司会とは
保護司は犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアで、犯罪を予防するための啓発活動も
行っています。保護司は組織で活動しており、香川県下に９地区の保護司会があり、多度津町は善通寺地区保護司
会の分区となっています。

※更生保護女性会とは
更生保護女性会は、犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与することを目的として、地域の犯罪予防活動と
犯罪をした人や非行のある少年の更生支援活動を行う女性ボランティア団体です。香川県下に１４地区の更生
保護女性会があり、多度津町の会員は善通寺地区更生保護女性会に所属しています。

※更生保護サポートセンターとは
更生保護サポートセンターは、保護司会の、地域における更生保護の活動拠点となる施設で、善通寺市にあります。

（5）国・県・市町・民間団体との連携強化

4．再犯防止推進への取り組み4．再犯防止推進への取り組み

更生保護ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん
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保護司会を始め、善通寺地区更生保護サポートセンター※等の関係機関や地域住民の協力を得なが
ら、「社会を明るくする運動」や「再犯防止啓発月間」（毎年７月）の事業などを通じて、再犯防止
についての広報・啓発を進めます。
また、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の推進に取り組みます。

（4）民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取り組み

　高松保護観察所等の国の機関、香川県、矯正施設等と、それぞれ把握している課題の情報共有を行
うなど、連携強化を推進します。
また、再犯防止推進のために欠くことのできない存在である民間協力者との適切な役割分担によっ
て、効果的な連携体制を構築します。

※コレワーク四国とは
「コレワーク（矯正就労支援情報センター）」は、前科があるという理由などか
ら仕事に就く上で不利になりがちな受刑者等の就労を支援するために設置され、
受刑者等の希望職種や資格などの情報提供をはじめとした採用手続きのための支
援を行うことで、雇用のマッチングを進めている法務省の機関です。

※保護司会とは
保護司は犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアで、犯罪を予防するための啓発活動も
行っています。保護司は組織で活動しており、香川県下に９地区の保護司会があり、多度津町は善通寺地区保護司
会の分区となっています。

※更生保護女性会とは
更生保護女性会は、犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与することを目的として、地域の犯罪予防活動と
犯罪をした人や非行のある少年の更生支援活動を行う女性ボランティア団体です。香川県下に１４地区の更生
保護女性会があり、多度津町の会員は善通寺地区更生保護女性会に所属しています。

※更生保護サポートセンターとは
更生保護サポートセンターは、保護司会の、地域における更生保護の活動拠点となる施設で、善通寺市にあります。

（5）国・県・市町・民間団体との連携強化

4．再犯防止推進への取り組み4．再犯防止推進への取り組み

更生保護ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん
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改訂版

　晩婚化・未婚化の進展や共働き世帯の増加、経済・雇用環境の変化などにより、出生数は減少傾向となる
一方で、少子高齢化や世帯の核家族化・単身化が進行しています。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡
大により、いつもの暮らしは大きく変わりました。
　人生や暮らしにおいて、様々な変化や困難に直面することは避けられませんが、このような状況にあって
も、誰もが役割を持ち、互いの存在を認め、そして時に支え合うことで、孤立せずにその人らしい暮らしが
守られる地域社会にしていくことが求められます。
　本町ではこれまで令和７年（2025年）に向けて地域包括ケアシステムの深化・推進を目指し、医療・介
護・障害者支援・子育てに関する各種計画を策定し推進してきましたが、それらの上位計画として位置づ
け、本町における課題を整理し、地域における「新たな支え合い」の仕組みを構築するとともに、「成年後
見制度の利用の促進に関する法律」第14条に基づき策定する「多度津町成年後見制度利用促進計画」及び
「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に基づき策定する「多度津町再犯防止推進計画」を包含
する計画として「多度津町地域福祉計画・多度津町自殺対策計画」を見直し、町民が安全で安心して暮らせ
る社会の実現を図ります。

　町民自らが地域福祉の担い手となってお互いを認め合いながら、主体的に活動していくとともに、一人ひ
とりが自殺を身近な問題として考え、地域全体で自殺を防ぐ取り組みができるよう、

を基本理念に掲げ取り組んでいきます。

取り組み事項の改定取り組み事項の改定

基本理念基本理念

1.移動手段の確保

2.生活困窮者への支援

3.自殺対策の推進 

新たに盛り込んだ事 新たに盛り込んだ事 

1.再犯防止推進への取り組み

2.成年後見制度利用促進のための取り組み

「みんなでつくろう！～愛と笑顔で支え合うまち～」

多度津町健康福祉課
〒764-8501 多度津町栄町一丁目１番９１号
TEL（0877）33-1134

2019年（平成31年）3月
2022年（令和4年）3月

①④

【編集】

【発行】
【改定】

　誰もが住み慣れた地域で、お互いに思いやり、支え合いながら、尊厳を持ってその人らしく生活を継続す
ることのできる地域づくりを目指します。
　そのための取り組みの一つとして、利用者がメリットを実感できるよう、権利擁護支援や成年後見制度を
適切に利用できる体制を整備していきます

■地域連携ネットワーク
　権利擁護を必要とする方が、本人らしい生活を守るための制度として、成年後見制度を利用できる
よう「権利擁護支援の必要な方の発見・支援」「早期の段階からの相談・対応体制の整備」「意思決
定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」を目指します。また、本
人、後見人等を保健・福祉・医療・地域等の関係者と司法等が連携し、適切に必要な支援につなげる
体制を整備していきます。

■中核機関
　中核機関とは地域連携ネットワークの中核となる機関のことを指し、成年後見制度等の相談窓口と
して「成年後見支援センターたどつ」を設置しています。
　行政・社会福祉協議会・地域包括支援センター等が協力・連携し、広報機能・相談機能・制度利用
促進機能・後見人支援機能・不正防止効果の役割を担います。

■町長申立て
　判断能力が不十分な方が、成年後見人等を必要としている状況にもかかわらず、本人や親族等が申
立てをすることが難しい場合、町長が家庭裁判所に申立てます。

■申立て費用・報酬助成
　成年後見制度の利用が必要な方で、その費用負担が困難な方に対し、申立て費用や成年後見人等に
対する報酬費用を助成します。

■後見人支援
　家庭裁判所との連携を強化し、受任後の成年後見人等への活動支援をできるよう体制整備を整
えます。

①本人を後見人とともに支える「チーム」による対応
　地域全体の見守り体制の中で、権利擁護支援が必要な人を地域において発見し、必要な支援へ結び
付ける機能を強化します。

②地域における「協議会」等の体制づくり
　個々のケースに対する「チーム」での対応に加え、地域において、法律・福祉専門職団体や関係機
関がこれらのチームを支援する体制を構築します。
　本町においては、福祉・医療・保健、地域及び行政機関が連携し、高齢者、児童及び障害者の福祉
の促進を図ることを目的とした既存の「多度津町地域サポートネットワーク連絡会議」があります。
その連絡会議の専門部会として「成年後見制度利用促進対策部会」（以下「成年後見部会」とい
う。）を令和２年４月に設置しました。
　成年後見部会では、成年後見制度の利用促進に関する基本的事項や中核機関・地域連携ネットワー
クの在り方等について協議します。
　また、関係機関の担当者及び専門職の知識及び経験を、成年後見制度の利用促進に関する施策に反
映させるため、「実務者会」を設置し、個別事例の検討や情報交換等を行い、本人を見守る体制や
「チーム」を支援する仕組みを検討します。

（１）権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築

（2）チーム・協議会機能の充実

取り組みの内容

（2）日常生活自立支援事業・成年後見制度の利用促進

5．成年後見制度利用促進のための取り組み5．成年後見制度利用促進のための取り組み


