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第４章 施策の展開 

第４章 施策の展開 

基本目標１ わかりあい 思いやりのある心を育むまち 

（１）ノーマライゼーション理念の普及 

 

 

① 福祉への理解促進 

地域でしあわせに暮らしていくためには、年齢・性別・障がいの有無などに関わらず、地域

で共に暮らしていることを理解し、お互いを尊重して支え合う意識の醸成が重要です。 

そのため、地域福祉に対する理解を深めるためにも、広報・啓発活動を推進するとともに、

子どもを対象とした福祉教育だけではなく、地域住民を対象とした福祉教育を推進します。 

また、地域の子どもから高齢者まで、多世代の地域住民が気軽に立ち寄れる交流拠点の充実

や交流事業の実施、障がいある方や認知症高齢者に関する理解促進のための研修会を開催する

など、福祉への理解促進に努めます。 

   

 

※四角枠内の課名は所管課  

《主な事業・取り組み》 

・障がい者理解促進事業  障害福祉課                                                        

理解促進リーフレットの広報紙折り込みによる全戸周知 

市民を対象とした研修会の開催（室蘭言泉学園） 

手話やガイドヘルパー体験出前講座の実施 

・オレンジカフェ（認知症カフェ） 高齢福祉課 

認知症の有無に関わらず交流でき、互いに尊重し合うことの理解を促進 

・高齢者と子どもの世代間交流事業 生涯学習課 

昔話や昔遊びなどを通して高齢者は生きがいを、子どもたちは高齢者の 

豊富な体験と知恵を互いに学び合う世代間交流 

基本目標１ わかりあい 思いやりのある心を育む まち 
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（２）情報提供の充実 

 

 

① 福祉サービス等の情報提供の充実 

市や事業者により多様な福祉サービスが提供されていますが、福祉サービスに関する情報を

十分に入手できていないと感じている市民の声もあります。 

そのため、年齢・性別・障がいなどに関わらず誰もが理解できるよう、また、サービスを必

要とする人が、適時適切なサービスを利用できるよう、市民へのわかりやすい情報提供の充実

に努めます。 

 

 

※ここらん：室蘭市子育て世代包括支援センター 
社  協：室蘭市社会福祉協議会       

                      身障協会：室蘭身体障害者福祉協会      

  

《主な事業・取り組み》 

・市のホームページや広報紙への掲載、市公共施設等へのポスター掲示、報道依頼など複数

の媒体を活用した情報発信 高齢福祉課 

・認知症ケアパス 高齢福祉課 

認知症に関する情報掲載の冊子  

・声の広報むろらん発行事業 障害福祉課・身障協会 

広報むろらんを読む事ができない視覚障がい者へ音声収録した CD を提供 

・視覚障害者生活情報提供事業 障害福祉課・身障協会 

公的機関や新聞などの情報を視覚障がい者用展示資料や音声媒体を提供 

・子育て世代包括支援センター事業 子育て支援課(ここらん) 

   子育て支援セミナー 

親子講座 

・介護サービス情報公開システム等の活用  高齢福祉課・社協 

   生活支援コーディネーターが町内会や民生委員等と連携し、福祉サービスの 

情報周知を行う 
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第４章 施策の展開 

② 情報共有化による支援体制の整備 

福祉サービスを必要とする人が、容易にその情報を入手し、適切な福祉サービスの利用に結

びつくには、行政機関だけではなく関係機関や団体で情報を共有化することが重要です。 

そのため、個人情報保護や人権擁護に配慮しながら、適正な情報共有化を図るための支援体

制整備を進めます。また、地域と行政、社会福祉協議会や地域包括支援センター、基幹相談支

援センター等が相互に連携を図ることで、分野横断的な潜在的ニーズや課題、制度の狭間問題

への対応など、適切な支援に繋げていきます。 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・行方不明者の捜索や安否確認相談 高齢福祉課 

関係機関の連携が必須であり、適切な情報共有を行い実施 

・地域ケア会議  高齢福祉課 

守秘義務の誓約書に署名、個人情報に配慮した適切な情報共有を実施 

・地域生活支援拠点等整備事業  障害福祉課 

基幹相談支援センター（総合的相談窓口） 

室蘭市障がい者総合相談支援室「げんせん」 

            室蘭市相談支援センターらん 

・（再掲）子育て世代包括支援センター事業 子育て支援課(ここらん) 

保健師、保育士等専門職により幅広い相談対応 
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（３）相談支援体制の充実 

 

 

① 包括的相談窓口機能の充実 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、障がいのある方、ひとり親家庭などの悩みは複雑

化・多様化しており、さらに社会的孤立といった複合的な課題を抱える人たちの相談を包括的

に受け止める体制整備が求められます。 

そのため、多様な課題を丸ごと受け止める体制を整えるため、各関係機関との連携を深める

ことや、あらゆる福祉課題を適切に対応できる機関へ繋げるため、包括的な相談支援体制の構

築を図ります。 

また、複雑化・多様化する福祉課題に対応するため、相談員や指導員の資質向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・地域包括支援センター  高齢福祉課 

高齢者を含め幅広い相談に応じる       

・（再掲）地域生活支援拠点等整備事業 障害福祉課 

基幹相談支援センター（総合的相談窓口） 

室蘭市障がい者総合相談支援室「げんせん」 

            室蘭市相談支援センターらん 

・（再掲）子育て世代包括支援センター事業  子育て支援課(ここらん) 

保健師、保育士等専門職により幅広い相談対応 

・生活困窮者自立支援事業 生活支援課・社協 

経済的自立を目指す相談対応及び各種施策の展開 
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第４章 施策の展開 

② 多様化するニーズに対応する相談支援の充実 

地域の福祉ニーズは複雑化・多様化しており、公的な制度やサービスだけでは解決できず、

近所での相互援助を含めた地域活動やボランティア活動をはじめ、民間企業・事業所の社会貢

献活動などの制度に基づかないサービス（インフォーマルサービス）によって柔軟に対応する

ことが重要です。そのためには、関係機関や行政機関の連携を強化し、相談支援スキルの向上、

福祉サービス等に関する情報提供や実態把握に努め、支援が必要な人への継続的・専門的な支

援を行います。 

その他、既存の介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地

域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、

参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する必要があり、重層的支援体制整備の推

進についても今後検討を進めていきます。 

 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・（再掲）地域包括支援センター  高齢福祉課 

高齢者に関する相談のみならず、ダブル介護・ヤングケアラーなどのインテーク 

的相談にも幅広く応じる  

・室蘭市地域自立支援協議会  障害福祉課 

障がい者及び障がい児がその有する能力、適正に応じ、自立した日常生活または 

社会生活を営むことができるよう相談支援や地域の障害福祉に関するシステムづく

りに関し、中核的な役割を果たす協議の場 

・（再掲）子育て世代包括支援センター事業  子育て支援課(ここらん) 

要保護児童対策地域協議会 

個別ケース協議、情報交換、連絡調整、相談支援 

・（再掲）生活困窮者自立支援事業  生活支援課・社協 

生活困窮の状態を踏まえ、家計改善支援や就労準備支援並びに就労支援の実施 

関係機関との連携対応 
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基本目標２ ふれあいと あたたかい絆をつむぐまち 

（１）地域で支え合う仕組みづくりの推進 

 

 

① 地域における町内会・自治会や民生委員等の連携体制の構築 

地域福祉の推進には、各種関係団体等の活動が重要であり、地域における団体間での情報共

有や活動調整などを行うための連携体制は必要不可欠です。 

民生委員児童委員協議会や室蘭市社会福祉協議会、室蘭市町内会連合会などとのネットワー

ク体制を強化し、地域における課題共有やニーズに応じた支援の取り組み等、地域ごとの活動

に対して支援を継続していきます。 

また、民生委員児童委員の役割や活動状況、室蘭市社会福祉協議会による地域福祉活動につ

いて、広報紙などを通じて市民へ情報提供を継続して進めていきます。 

 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・民生委員児童委員協議会との連携により、地域ごとの活動に対して支援を継続 

                              高齢福祉課 

・（再掲）室蘭市地域自立支援協議会 障害福祉課 

・（再掲）地域ケア会議  高齢福祉課 

住民とともに住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会資源の調整や地域の 

課題について検討する会議であり、地域の連携を深める   

・認知症徘徊捜索模擬訓練 高齢福祉課 

各地区で徘徊者の模擬捜索訓練を実施し、捜索時の連携について確認する   

・室蘭市町内会連合会と連携した加入促進活動を実施 地域生活課 

・地域サロン事業の普及・拡大 社協 

日常的な住民交流の場、福祉や防犯等の生活情報の提供や参加者間の役割分担を 

通じ、活躍の場の提供 

・地区福祉協議会と福祉委員の活動強化 社協 

・日常生活圏域における生活支援サービスの立ち上げ支援、連携協働促進 社協 

・（再掲）介護サービス情報公開システム等の活用     高齢福祉課・社協 

 

基本目標２ ふれあいと あたたかい絆をつむぐ まち 
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第４章 施策の展開 

② 地域で顔の見える関係づくり 

近所づきあいの希薄化により、近所で困っている人がいても把握していない（できない）人

は多く、市民一人ひとりが地域課題に対して「他人事」から「我が事」として受け止め、日頃

から地域での関係を築いていくことが重要です。 

そのため、地域における繋がりの大切さを深めるための周知・啓発を進めるとともに、子ど

もから高齢者まで、誰もが気軽に参加できる世代間交流行事などの開催支援を行います。 

また、地域での見守りとして「高齢者たすけ隊・見守り隊」の活動促進や、町内会・自治会・

民生委員児童委員等と連携した地域での支え合い・助け合いへの取り組みを支援していきます。 

 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・老人クラブ連合会運営事業の実施 高齢福祉課・社協 

・町内会・自治会長懇談会を開催  地域生活課 

各会長が永年勤続表彰や市からの情報提供、意見交換会を行っている 

・室蘭市町内会連合会が地区懇談会を開催  地域生活課 

・「高齢者たすけ隊・見守り隊」の活動促進  高齢福祉課 

地域での見守りや関係機関と連携しながら生活面でのサポートをする「たすけ隊」、 

企業・一般商店等の参画事業者で構成し、地域においての高齢者の異変を連絡する 

「見守り隊」 

・（再掲）高齢者と子どもの世代間交流事業  生涯学習課 

・生涯学習センター（きらん）での交流促進 生涯学習課 

多目的フリースペース（交流ひろば）の利用促進 

・室蘭市まちづくり活動支援補助金 地域生活課 

市民の自主的な活動で、地域の活性化や地域課題解決等を図る事業の立ち上げを支援 

・市民活動センターの活用 地域生活課 

・たすけあいチームの普及 社協 

散歩やゴミ出し・買い物など日常生活の些細な変化による見守り活動 

・支え合いマップの普及と活用促進 社協、民生委員児童委員協議会 

民生委員や福祉委員が支え合いマップに見守りが必要な人の情報を取り込み活用 

・（再掲）地域サロンの普及・拡充 社協 
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（２）地域福祉活動の基盤強化 

 

 

① 活動・交流の拠点づくりの促進 

市民が地域で気軽に集まれる場や交流できる場があることで、地域の繋がり強化や活動促進

にも結びつくことから、子どもから高齢者、障がいのある方など誰もが交流できる場づくりを

進めていくことが重要です。 

そのため、関係団体、社会福祉協議会、ボランティア等が連携・協力しながら、既存の施設

の有効活用等により活動の場の確保を進め、身近な地域活動・交流の拠点となる場所づくりを

支援します。 

 

 

 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・（再掲）生涯学習センター（きらん）での交流促進  生涯学習課 

多目的フリースペース（交流ひろば）の利用促進 

・ふれあい市民農園事業  高齢福祉課・社協 

高齢者の居場所づくり、生きがいづくり 

・（再掲）室蘭市まちづくり活動支援補助金  地域生活課 

・（再掲）地域サロン事業の普及・拡大 社協 
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第４章 施策の展開 

② 地域福祉活動への参加促進 

何らかの機会があれば地域福祉活動等に参加していきたいと考える人は多く、参加のきっか

けづくりや、参加しやすい環境づくりを進めることが重要です。 

地域福祉活動の継続的な推進を目指し、市民の福祉に対する意識の醸成を図るため、リーフ

レットによる周知・啓発や講座等の開催を行い、地域福祉活動への積極的な参加を促すととも

に企業における社会貢献活動（CSR）を支援します。 

また、幼少期から地域福祉活動への体験を通じて福祉意識を育むため、教育機関と連携し

ながら福祉教育や体験学習の充実を図ります。 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・（再掲）障害者理解促進事業 障害福祉課 

・認知症サポーター養成講座 高齢福祉課 

希望団体に対し認知症の疾病と正しい対応方法について講話し、受講者には正しく 

理解した証のオレンジリングを配布 

・介護支援ボランティア事業 高齢福祉課・社協 

ボランティアを行った高齢者に対し、実績に応じて換金可能なポイントを付与し、年

間 5,000 円を上限として現金を給付する事業 

ボランティアの登録や手帳の交付、ポイントの管理・付与 

・企業・事業所等の社会貢献活動に向けた連携推進  高齢福祉課・社協 

福祉に関する意識の向上と社会貢献活動への参加促進 

・ボランティア研修事業     高齢福祉課・社協 

   ボランティア初心者向け講座の開催や学校等への出前教室の開催 
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（３）地域福祉の担い手づくりの推進 

 

 

① ボランティア活動等の推進 

ボランティア活動に興味を持つ人がいても、活動内容が分からない人、時間が限られている

人等、参加の機会を逃している人もいるため、活動に関するきめ細やかな情報提供を行うこと

が重要です。 

市民に対してボランティア活動の重要性や活動内容などの周知・啓発を行うとともに、活動

団体同士が交流する場を提供し、情報交換や技術向上のための支援を行い、ボランティアに対

する意識の醸成を図ります。 

また、ボランティア活動のさらなる充実を図るため、市民活動の拠点となる市民活動セン

ターやボランティアセンターの機能強化、ボランティアの育成及びボランティア人口拡大など

に向け、支援・協力をしていきます。 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・（再掲）介護支援ボランティア事業 高齢福祉課・社協 

・ボランティア団体活動費助成事業 高齢福祉課・社協 

各ボランティア団体の福祉活動の充実を図るため、活動費の一部を助成 

・（再掲）ボランティア研修事業  高齢福祉課・社協 

ボランティア初心者向け講座の開催や学校等への出前教室を開催 

・市民活動センター 地域生活課 

ティーミーティング～毎年１回ずつ市民活動周知と交流と連携、情報交換を行う 

市民活動ミュージアム～地域の市民活動の取り組み紹介し、参加のきっかけづくり 

市民活動の周知と交流・連携、情報交換を行う    
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第４章 施策の展開 

② 担い手の人材育成・確保 

急速な少子高齢化の進行に伴い、地域活動の担い手が高齢化していることや、若い世代に担

い手が不足していることから、地域福祉を担う地域リーダーや、困りごとを解決に繋げる橋渡

し役を担うコーディネーターといった人材を育成する必要があります。 

そのため、福祉委員・民生委員児童委員・老人クラブ、町内会連合会、ボランティア団体等

を中心に地域リーダーとなる人材を育成するとともに、関係機関と連携しながら今後の活動の

担い手となる人材の発掘・確保に取り組みます。 

また、将来の地域活動の担い手となる小学生や中学生といったジュニアリーダーを確保する

ためにも、幅広い世代を対象とした地域福祉に関する基本的な知見・技能を得るための講座開

催等の促進に努めます。 

さらに、小学校や中学校における「総合的な学習の時間」などの授業機会を捉え、福祉関連

施設等とも連携し、子どもの頃から福祉の現場を見学・体験することで、福祉職への興味や関

心の掘り起こしが促進できるよう努めます。 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・老人クラブ連合会運営事業 高齢福祉課・社協 

老人クラブの育成・指導にあたる人材を育成するための研修会開催 

・室蘭市町内会連合会主催の研修会 地域生活課 

町内会・自治会役員を対象としたスキルアップを目的にした研修会 

・青少年健全育成推進協議会による初級・中級リーダー講習会 生涯学習課 

小中学生を中心とした地域活動に関わるリーダーを養成する講習会の開催 

・点訳・要約筆記・手話奉仕員養成事業  障害福祉課 

コミュニケーション手段の確保を図るための各種奉仕員の養成講座の開催 
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基本目標３ 安心して暮らし続けられるまち 

（１）利用者の視点に立った福祉サービスの提供 

 

 

① 福祉サービスの充実 

市民が安心して柔軟に福祉サービスを利用できるよう、多様化するニーズや個々の状況に応

じたサービス提供体制やサービス内容を充実させることが重要です。 

そのため、福祉サービスの質の向上を図るため、関係機関・団体とも連携して、福祉従事者

の育成や確保、多様なニーズに対応した福祉サービスの充実に努めます。 

また、サービスの内容や利用の仕方、助成金などの情報について、広報紙やホームページ等

により情報発信を続けるとともに、新たな方法での周知についても検討していきます。 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・サービス付き高齢者向け住宅助成金制度  都市政策推進課 

サービス付き高齢者向け住宅の建設主に対しての助成(固定資産税相当額の 1/3) 

・（再掲）地域生活支援事業（重度身体障害者日常生活用具給付制度） 障害福祉課 

火災報知器、居宅生活活動補助用具への補助（給付） 

・自動消火器等設置事業  高齢福祉課・社協 

要介護４以上の寝たきり高齢者等に自動消火器や火災報知器の購入、設置工事費 

助成と自動消火器点検助成 

・布団乾燥サービス  高齢福祉課・社協 

要介護４以上の寝たきり高齢者等に布団の洗濯や乾燥サービスを実施 

・車いす無料貸し出し等  社協 

在宅で介護を要する高齢者等に、市民から寄贈された車いすを一時的に無料で貸与 

 

基本目標３ 安心して 暮らし続けられる まち 
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第４章 施策の展開 

② 第三者評価・自己評価の促進 

第三者の立場から、公正・中立な福祉サービスに対する客観的な評価を行うことや、事業者

自らが自己評価を実施することで、サービスに関する課題を把握し、サービスの質の向上を図

ることを目指します。 

また、利用者がサービスを選択する上で有益な情報となるよう、第三者評価・自己評価を公

表することを推奨していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・社会福祉施設の利用者等からの苦情対応に関する要綱において、第三者委員会を設置し

て対応 高齢福祉課 

・認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所において自己評価・外

部評価を実施（基本年１回、小規模多機能型居宅介護事業所は自己評価のみ） 

 高齢福祉課 
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（２）生活困窮者支援対策の推進 

 

 

① 生活困窮者自立支援 

生活困窮者は、障がい、ひとり親家庭、社会的孤立などの多様で複合的な課題を抱えている

ケースが多く、自身の悩みを相談できないことが懸念されます。 

制度の狭間にいるケースへの包括的な支援を実現するためには、地域や関係機関・住民団体

やボランティアなどのインフォーマルな部門とも連携を図りながら、対象者の早期把握、課題

の早期解決に向けた相談体制の構築により、適切な支援に繋げていきます。 

 

 

 

② 子どもの貧困対策 

近年、子どもの貧困が深刻な社会問題となっています。将来、親から子どもへと貧困の連鎖

が引き継がれることがないよう、一つずつ課題解決していくことが重要です。 

子どもの貧困対策を推進するためには、福祉や医療、保健、教育、保護者の就労支援、経済

的支援など、多くの機関が関わります。そのため、各関係機関・団体と連携しながら、学習支

援、相談支援等の充実を図ります。 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・（再掲）生活困窮者自立支援事業  生活支援課・社協 

就業機会の拡大に向けた必要な情報提供及び相談など（自立相談支援、就労相談支

援、家計改善支援） 

《主な事業・取り組み》 

・要保護児童対策地域協議会を定期的に開催 子育て支援課(ここらん) 

・子どもに関する相談支援窓口として、各機関や団体との連携の推進 

子育て支援課(ここらん) 

・（再掲）生活困窮者自立支援事業  生活支援課・社協 

家庭環境等に恵まれない子どもたちに自主的に学べる場の提供、学力の向上や仲間

との活動ができる居場所づくり等、寄り添った学習サポートの実施 
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第４章 施策の展開 

（３）安心して暮らせる生活環境づくりの推進 

 

 

① ユニバーサルデザイン・バリアフリーの推進 

公共施設のユニバーサルデザイン化やバリアフリー化など、高齢者や障がいのある方だけで

はなく、全ての市民が安心して、円滑かつ快適に利用できるよう整備を進めます。 

また、高齢者や障がいのある方等が居住する住宅のスロープや手すりの設置などの改修に必

要な費用の一部を助成することで、快適な生活環境の推進を目指します。 

 

 

 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・室蘭市高齢者住宅改修補助事業  高齢福祉課 

介護保険に該当しない高齢者の自宅のバリアフリー化の支援  

（手すり・段差解消等の小規模改修）    

・地域生活支援事業（重度身体障害者日常生活用具給付制度） 障害福祉課 

障がい者の自宅等のバリアフリー化のための住宅改修費用への補助（給付） 

 



 

54 

② 防災・感染症対策の充実 

近年、多発傾向にある大規模災害や感染症の流行等、市民の防災・感染症に対する意識が高

まっています。 

災害時における地域の協力体制の強化に向けて、「室蘭市避難行動要支援者プラン」に基づ

き、災害時に自力で避難することが難しい方（避難行動要支援者）の名簿の作成・更新、日頃

から地域の支え合いや名簿を活用した防災訓練等の活動を推進します。 

災害時に必要な支援が円滑に提供できるよう、日頃から関係団体等との連携・協力体制を構

築するとともに、感染症対策を講じた災害ボランティアセンターを設置するなど、体制整備に

努めます。 

また、新型コロナウイルス感染症などへの予防策として、「新しい生活様式」について普及・

啓発を促進します。 

 

 

 

《主な事業・取り組み》 

・避難行動要支援者への体制構築  防災対策課 

避難行動要支援者名簿の作成・更新 

町内会・民生委員などへの名簿の提供（情報共有） 

避難行動の支援における名簿の活用 

・災害ボランティアセンターの機能強化  高齢福祉課・社協 

・新型インフルエンザ等対策行動計画に沿った対策  健康推進課 

・「新しい生活様式」として「３密の徹底回避」「手洗いをはじめとした手指消毒」「マスク

着用・咳エチケット」「人と人との距離の確保」「体調不良時の自宅療養」等をホームペー

ジ掲載、町内会等への健康教室、個別の健康相談により市民周知 健康推進課 

 

災害ボランティアセンターとは？ 

災害ボランティアの活動を円滑に進めるために被災地に設置される拠点のことです。 

被災地に駆けつけた災害ボランティアの人たちが円滑かつ効率的に活動が行えるよう、

調整する役割を担っています。 

災害時に立ち上げる 
ボランティア拠点 

 

災害 
ボランティアセンター 

被災者（地） 

ボランティア 

依頼 

ボランティア 

派遣 

ボランティア 

災害ボランティア 

事前登録 

活動のマッチング 

活動内容紹介・相談 

設置者：室蘭市 

運営者：社会福祉協議会 
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第４章 施策の展開 

成年後見制度とは？ 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金など

の財産を管理する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、悪徳商法の被害にあう恐れもあることから、判断能力の不十分な方々を保護し、支援

するものです。 

 

 

（４）権利擁護の推進 

 

 

① 権利擁護が必要な方への支援体制整備 

判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方、子どもの権利が十分に擁護され、誰もが安心

して暮らし続けることができるよう、権利擁護の取り組みが必要となります。 

そのため、各種相談機関や医療機関、地域包括支援センター、民生委員児童委員などと連携

して、権利擁護に関する周知や制度への理解促進、利用支援に努めます。 

成年後見制度は、今後も制度を必要とする方が増加すると予想されることから、相談機能の

充実や市民後見人の確保・養成等の取り組みを推進し、支援体制整備を図ります。 

また、成年後見制度の利用を促進するために中心的な役割を担う中核機関の設置について、

今後関係機関と協議検討を進めていきます。 

 

 

  

《主な事業・取り組み》 

・室蘭成年後見支援センター（西いぶり２市 3 町）の運営 高齢福祉課、障害福祉課、社協 

成年後見制度に関する相談窓口の設置、周知・啓発、利用促進、市民後見人育成 

・地域包括支援センターの社会福祉士が成年後見制度の利用支援、消費者被害への対応など、

高齢者の権利を守る支援を実施 高齢福祉課  

・（再掲）子育て世代包括支援センター事業  子育て支援課(ここらん) 

要保護児童対策地域協議会 

個別ケース協議、情報交換、連絡調整、相談支援 

 

 

補助 後見 

判断能力がある 判断能力がない 

保佐 任意後見契約 

被保佐人 
保佐人 
保佐監督人 

（特に必要がある時） 

本人 
任意後見人 
任意後見監督人 

※必ず必要 

被補助人 
補助人 
補助監督人 

（特に必要がある時） 

被後見人 
成年後見人 
成年後見監督人 

（特に必要がある時） 

成年後見制度 

任意後見制度 

現在は判断能力があるが、将来に 

備えたい方（公証役場で契約） 

法定後見制度 

すでに判断能力に不安がある方 

（家庭裁判所に申込） 
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② 虐待防止とＤＶ防止 

高齢者、障がいのある方、子どもなどへの虐待や配偶者等からの DV 被害件数は全国的に増

加傾向にあり、社会全体で取り組まなければならない重要な課題となっています。 

高齢者や障がいのある方、子育て世帯などが地域の中で孤立しないよう、警察や児童相談所、

医療機関、地域包括支援センター、子育て世代包括支援センターなどの各種相談機関及び民生

委員児童委員などとの連携による見守り体制の強化や、日頃から顔の見える関係づくりを進め

ることで、虐待やＤＶ被害の未然防止、早期発見・早期対応を図ります。 

また、地域包括支援センターへの社会福祉士の配置、障害者虐待防止センターの機能強化を

継続的に図りながら、関係職員の資質向上及び相談支援体制の充実に努めます。 

 

 

    

《主な事業・取り組み》 

・高齢者虐待への早期対応、関係機関との連携により早期発見・虐待防止 高齢福祉課 

・障害者虐待防止センター 障害福祉課・室蘭言泉学園 

養護者による障がい者虐待の防止、養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の 

保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、Ｈ24 年１０月に設置 

・（再掲）子育て世代包括支援センター事業  子育て支援課(ここらん) 

児童虐待・ＤＶ対策に関しての市民周知及び啓発 

（市ホームページや広報紙、街頭） 

相談支援業務  

小中学校を対象に児童虐待防止出前講座を実施   

・民間シェルターとの連携  子育て支援課(ここらん) 

 


