
【資料編】

１ 鹿児島県地域福祉支援計画における成果指標一覧

項目 現状 目標

１ 地域ケア会議について，地域ケア 30市町村 全市町村

会議が発揮すべき機能，構成員， （Ｈ30.9） （2020年度）

スケジュールを盛り込んだ開催計

画に基づき実施している市町村数

２ 認知症サポーターの養成数 157,123人 180,000人

（Ｈ30.9） （2020年度）

３ 認知症疾患医療センターの数 10か所 12か所

（Ｈ30年度） （2020年度）

４ 生活支援コーディネーターや協議 28市町村 全市町村

体等の活動を通じ，日常生活支援 （Ｈ30.9） （2020年度）

のための具体的な資源の開発や拡

充が行われている市町村数

５ 地域生活支援拠点等の数 １か所 ７か所

※ 障害児・者の地域生活支援の推進のた （Ｈ29年度） （2020年度）

めの多機能拠点

６ 福祉施設入所障害者数 3,420人 3,351人

（Ｈ28年度） （2020年度）

７ 保育所等待機児童数 354人 ０人（※1）

（Ｈ29年度） （2019年度）

８ 放課後児童クラブ待機児童数 259人(～小3) ０人（※1）

437人(～小6) （2019年度）

（Ｈ30年度）

９ 周産期死亡率（出産千人対） 4.1 3.3以下

（Ｈ27年） （2023年度）

10 新生児死亡率（出生千人対） 1.1 0.8以下

（Ｈ27年） （2023年度）

11 乳児死亡率（出生千人対） 2.6 2.1以下

（Ｈ27年） （2023年度）

12 小児死亡率（15歳未満人口10万人 26.6 25.7以下

対） （Ｈ27年） （2023年度）

13 訪問診療を実施している医療機関 30.7％ 35.7％

の割合 （Ｈ27年度） （2023年度）
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14 延長保育事業の受入可能者数 27,015人 28,107人

（Ｈ29年度） （2019年度）

15 病児保育事業の延べ受入可能者数 45,037人 40,941人（※2）

（Ｈ29年度） （2019年度）

16 地域子育て拠点の設置か所数 102か所 97か所（※2）

（Ｈ29年度） （2019年度）

17 保育の質の向上のための研修総受 732人 450人（※2）

講者数 （Ｈ29年度） （2019年度）

18 圏域ごとの保健，医療，福祉関係 － ７か所

者による協議（精神障害にも対応 （2020年度）

した地域包括ケアシステムの構築

に係る協議）

19 気分障害・不安障害に相当する心 8.8％ 7.7％

理的苦痛を感じている者の割合 （Ｈ28年度） （2022年度）

20 自殺死亡率（人口10万人対） 19.0 14.9以下

（Ｈ27年度） （2023年度）

21 刑法犯検挙者中の再犯者数 947人 757人

（Ｈ29年） （2023年）

22 地域福祉計画を策定している市町 19市町村 全市町村

村数 （Ｈ30年度） （2023年度）

（※1）７，８については，2019年度に策定する「かごしま子ども未来プラン2015」

の次期計画で目標数値が変更された場合，この計画に掲げた目標についても読

み替えるものとします。このほか，「県高齢者保健福祉計画」や「県障害者計

画」等の各分野の個別計画に定められた目標数値が変更された場合，同じく読

み替えるものとします。

（※2）15～17については，平成30年３月時点で既に目標値を超えていますが，さら

に増やすように努めます。
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２ 用語説明

あ

○ ＩＣＴ＜アイシーティ＞（掲載ページ：48）

情報通信技術のこと。情報通信分野の機械や装置に関する技術から

それらを利活用する技術まで広い概念で使用。

う

○ ウェブアクセシビリティ（掲載ページ：36）

障害者や高齢者等，ホームページなどの利用になんらかの制約があ

ったり利用に不慣れな人々を含めて，誰もがホームページ等で提供さ

れる情報や機能を支障なく利用できること。

え

○ ＳＮＳ＜エスエヌエス＞（掲載ページ：43，47）

Facebook（フェイスブック），Twitter（ツイッター），LINE（ライ

ン），Instagram（インスタグラム）など，インターネット上で人と人

とのつながりを維持・促進する様々な機能を提供するサービス。

Social Networking Serviceの略

き

○ 基幹相談支援センター（掲載ページ：53）

地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障

害・精神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し，地域の実情

に応じて相談支援事業者への専門的指導，助言等の業務を行う。

○ キャラバン・メイト（掲載ページ：18）

キャラバン・メイト養成研修を修了し，「認知症サポーター養成講

座」の講師となる人

こ

○ 子育て支援員（掲載ページ：50）

都道府県又は市町村が実施する研修（基本研修・専門研修）を修了

し，保育や子育て支援分野の各事業等に従事する上で，必要な知識や

技術等を習得したと認められる方のことで，受講修了者は，全国共通

の子育て支援員として認定される（国家資格ではない）。
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○ 子育て世代包括支援センター（掲載ページ：53，55）

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相

談支援を提供し，切れ目ない支援を実施するワンストップ拠点。妊産

婦等の状況を継続的に把握し，情報提供，相談支援を行い，必要なサ

ービスを円滑に利用できるよう支援する。

○ コミュニティ・プラットフォーム（掲載ページ：52）

市町村の区域を，小学校区などの一定の区域に分け，地域の住民代

表的な組織をつくり，そこに財源や権限を移譲し，自主的な地域課題

解決活動を推進していく住民自治の組織手法
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さ

○ 支え合いマップ（掲載ページ：36）

地域の「気になる人」（支援を必要とすると考えられる人）とその

人への住民の関わりをマップ（地図）に落とし込み，支え合い活動の

実施状況や支援の不足している状況を把握し，その地域の取り組み課

題を抽出するもの

○ サービス付き高齢者向け住宅（掲載ページ：40）

高齢者が安全に安心して居住できるよう，バリアフリー化され，安

心できる見守りサービスの利用が可能な高齢者向け賃貸住宅

し

○ 市町村障害者虐待防止センター（掲載ページ：11）

障害者本人や養護者，周囲の人からの障害者虐待に関する疑問や悩

みなどの相談を受け付け，また，家庭や職場，障害者福祉施設などの

場で，障害者虐待を発見した人からの通報や，虐待を受けている障害

者本人からの届出を電話や窓口などで受け付ける市町村に設置された

機関

○ 指定緊急避難場所（掲載ページ：41）

津波，洪水等による危険が切迫した状況において，住民等が緊急に

避難する際の避難先として位置付けたもの

○ 指定避難所（掲載ページ：41）

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで

必要な期間滞在させ，または災害により家に戻れなくなった住民等を

一時的に滞在させることを目的とした施設であり，市町村が指定する

もの

○ 終身建物賃貸借制度（掲載ページ：40）

高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして，

高齢者の居住の安定確保に関する法律に設けられた制度。終身建物賃

貸借事業の認可を受けた賃貸住宅については，借地借家法の特例とし

て，高齢者（60歳以上の方）が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契

約（終身建物賃貸借契約）を結ぶことができる。
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○ 障害者権利擁護センター（掲載ページ：11，32）

障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うととも

に，障害者虐待に関する通報又は届出の受理，市町村相互間の連絡調

整等，障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者

に対する支援を行う機関

○ 障害者就業・生活支援センター（掲載ページ：39）

雇用，福祉，教育等の関係機関と連携しながら，障害者の就業並び

に，これに伴う生活に関する指導・助言，職業準備訓練のあっせんな

ど必要な支援を一体的に行う機関

○ シルバーハウジング（掲載ページ：40）

高齢者が地域社会の中で自立して，安全かつ快適な生活を営むこと

ができるよう，福祉施策と住宅施策の密接な連携のもとに高齢者の安

全や利便性に配慮した設計を行うとともに，福祉サービスが適切に受

けられるよう配慮された公的住宅

す

○ スクールソーシャルワーカー（掲載ページ：55）

社会福祉等の専門的な知識や技術を有し，いじめや不登校等様々な

課題を抱えた児童生徒等からの相談に対し，福祉等関係機関と連携し

て，問題の改善・解決に向けて支援を行う者

せ

○ 生活困窮者自立支援制度（掲載ページ：13，19，29，30，41）

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため，生活困窮

者に対し，自立相談支援事業（就労その他の自立に関する相談支援，

事業利用のためのプラン作成等）の実施，住居確保給付金の支給その

他の支援を行う制度

○ 生活支援コーディネーター（掲載ページ：47，54）

平成26年の介護保険制度の改正による地域支援事業の包括的支援事

業に基づき，高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進

していくことを目的とし，生活支援・介護予防サービスの提供体制の

構築に向けた資源開発やネットワーク構築等を行う者
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○ 成年後見制度（掲載ページ：15，31，32）

認知症，知的障害，精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の

権利を，成年後見人等を選ぶことで，法律的に支援する制度

そ

○ ソーシャルビジネス（コミュニティビジネス）（掲載ページ：52，54）

環境保護，高齢者・障害者の介護・福祉から，子育て支援，まちづ

くり，観光等の地域社会の課題解決に向けて，住民，ＮＰＯ法人，企

業など，様々な主体が協力しながらビジネスの手法を活用して取り組

むこと。

ち

○ 地域共生社会（掲載ページ：1，23，24）

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」，「受け手」という関係を

超えて，地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し，と

もに支え合い，人と人，人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つ

ながることで，住民一人ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創

っていく社会

○ 地域生活定着支援センター（掲載ページ：41）

高齢又は障害を有することにより，福祉的な支援を必要とする矯正

施設退所予定者が，退所後直ちに福祉サービス等を利用できるように

するため，その準備を保護観察所と協働し，矯正施設退所者の社会復

帰と地域生活への円滑な移行を支援する機関

○ 地域包括ケア（掲載ページ：2，22，26，27，28，53）

地域の実情に応じて，高齢者等が可能な限り，住み慣れた地域でそ

の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことのできるよう，医

療，介護，介護予防，住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に

確保される体制

-93-



○ 地域包括支援センター（掲載ページ：32，52，53，55，56）

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するた

め，市町村が実施する地域支援事業の包括的支援事業等を一体的に実

施するための機関。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の３

職種のチームアプローチにより，介護予防ケアマネジメント業務，総

合相談支援業務，権利擁護業務，包括的・継続的ケアマネジメント支

援業務などを行っている。

に

○ 認知症サポーター（掲載ページ：18，45）

認知症サポーター養成講座を修了した者で，認知症を正しく理解し，

認知症の人とその家族を見守る応援者をいう。

○ 認知症サポート医（掲載ページ：50）

認知症疾患医療センターや地域包括支援センター等の情報を把握

し，かかりつけ医からの相談を受け助言等を行う医師

○ 認知症疾患医療センター（掲載ページ：26）

認知症の鑑別診断及び身体合併症や周辺症状への急性期対応，かか

りつけ医等との連携や地域の人材育成，地域包括支援センターや介護

サービス事業者との連携づくりを担う認知症に関する地域の中核的な

医療機関

は

○ パーキングパーミット制度（掲載ページ：36，37）

公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている身障者用駐車

場の適正利用のため，障害のある方や高齢の方，妊産婦の方など歩行

が困難と認められる方に対して，県内共通の「身障者用駐車場利用証」

を交付することで，本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図

る制度

ふ

○ ファミリー・サポート・センター（掲載ページ：39）

地域において，「育児」などの援助を受けたい人と，行いたい人が

会員となり，会員同士で支え合う組織で，市町村が設置・運営する。
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○ 福祉サービス運営適正化委員会（掲載ページ：14，34，35）

福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに，福祉

サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため鹿児島県

社会福祉協議会に設置された機関

○ 福祉サービス利用支援事業（掲載ページ：14，31，32）

認知症高齢者など判断能力が不十分な方々に対して，福祉サービス

の利用援助（情報提供・助言，利用手続の援助，福祉サービス利用料

の支払い）や日常的金銭管理サービス（年金・手当の受領確認，日常

的な生活費の預貯金払戻し，公共料金・税金等の支払い）を行うこと

により，自立した地域生活が送れるように支援する制度

○ 福祉人材・研修センター（掲載ページ：47）

社会福祉法に基づき，各都道府県が指定した機関で，利用者への福

祉サービスの質の向上を目的に，専門的知識・技術や豊かな人間性を

備えた質の高い人材の養成のほか，魅力ある職場づくりを推進するた

め，各種研修等の修了者や福祉業務への就労を希望する方々を福祉人

材として登録するとともに，求職者と社会福祉施設等との間で就労を

あっせんする無料職業紹介事業や就職面談会，キャリア支援専門員に

よる求職者と求人事業所とのマッチング，無料介護福祉士等届出制度

を活用した再就業支援等を行う。

○ 福祉避難所（掲載ページ：20，42）

災害時に，一般の指定避難所では生活することが困難な要配慮者（高

齢者，障害者，妊産婦，乳幼児，病弱者等避難所生活において何らか

の特別な配慮を必要とする者）が，避難所での生活において特別な配

慮が受けられるなど，要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる

体制が整備された避難施設。

なお，福祉避難所は，より専門的な支援や援護の必要性の高い避難

者のために確保されるものであり，一般の指定避難所で生活可能な避

難者は，対象としない。
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へ

○ ヘルプカード（掲載ページ：27）

義足や人工関節を使用している方，内部障害や難病の方，または妊

娠初期の方など，外見から分からなくても援助や配慮を必要としてい

る方々が，周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで，

援助を得やすくなるよう，作成されたマーク

み

○ 民生委員・児童委員（掲載ページ：17，44）

都道府県知事の推薦に基づいて厚生労働大臣が委嘱し，その任期は

３年である。民間の奉仕者として一定の区域を担当し，住民の生活状

態を適切に把握し，援助を必要とする者の相談・助言，社会福祉事業

経営者と等との密接な連携及び事業活動への支援，福祉事務所，関係

行政機関の業務に対する協力の役割を持ち，児童委員も兼ねて児童福

祉の推進という任務も持っている。
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３ 社会福祉法（抜粋）

（地域福祉の推進）

第４条 地域住民，社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福

祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は，相互に

協力し，福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一

員として日常生活を営み，社会，経済，文化その他あらゆる分野の活

動に参加する機会が確保されるように，地域福祉の推進に努めなけれ

ばならない。

２ 地域住民等は，地域福祉の推進に当たつては，福祉サービスを必要

とする地域住民及びその世帯が抱える福祉，介護，介護予防（要介護

状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要

支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。），保健医療，住まい，就

労及び教育に関する課題，福祉サービスを必要とする地域住民の地域

社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生

活を営み，あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各

般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し，地域生活課題

の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）

との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

（福祉サービス提供の原則）

第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は，その提供する多様

な福祉サービスについて，利用者の意向を十分に尊重し，地域福祉の

推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り，かつ，保健医

療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創

意工夫を行いつつ，これを総合的に提供することができるようにその

事業の実施に努めなければならない。

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）

第６条 （略）

２ 国及び地方公共団体は，地域住民等が地域生活課題を把握し，支援

関係機関との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他

地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければ

ならない。
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（経営の原則等）

第24条 （略）

２ 社会福祉法人は，社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公

益事業を行うに当たっては，日常生活又は社会生活上の支援を必要と

する者に対して，無料又は低額な料金で，福祉サービスを積極的に提

供するよう努めなければならない。

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務）

第106条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち，次に掲げ

る事業を行うもの（市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含

む。）は，当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行

うことが困難な地域生活課題を把握したときは，当該地域生活課題を

抱える地域住民の心身の状況，その置かれている環境その他の事情を

勘案し，支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとと

もに，必要があると認めるときは，支援関係機関に対し，当該地域生

活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。

一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又

は同法第十条の二に規定する拠点（注：区市町村が設ける，児童及び

妊産婦の福祉に関し，必要な支援を行うための拠点）において同条に

規定する支援を行う事業

二 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第一項に規

定する母子健康包括支援センターを経営する事業

三 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業（注：地

域包括支援センターが実施する総合相談・支援事業）

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七

十七条第一項第三号に掲げる事業（注：区市町村が地域生活支援事業

として実施する相談支援事業）

五 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条

第一号に掲げる事業（注：区市町村が地域子ども・子育て支援事業と

して実施する利用者支援事業）

（包括的な支援体制の整備）

第106条の３ 市町村は，次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を

通じ，地域住民等及び支援関係機関による，地域福祉の推進のための

相互の協力が円滑に行われ，地域生活課題の解決に資する支援が包括
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的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対

する支援，地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備，

地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進

するために必要な環境の整備に関する事業

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談

に応じ，必要な情報の提供及び助言を行い，必要に応じて，支援関係

機関に対し，協力を求めることができる体制の整備に関する事業

三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談

支援事業を行う者その他の支援関係機関が，地域生活課題を解決する

ために，相互の有機的な連携の下，その解決に資する支援を一体的か

つ計画的に行う体制の整備に関する事業

２ 厚生労働大臣は，前項各号に掲げる事業に関して，その適切かつ有

効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

（市町村地域福祉計画）

第107条 市町村は，地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事

項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を

策定するよう努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉，障害者の福祉，児童の福祉その他の福

祉に関し，共通して取り組むべき事項

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には，同項各号に掲げ

る事業に関する事項

２ 市町村は，市町村地域福祉計画を策定し，又は変更しようとすると

きは，あらかじめ，地域住民等の意見を反映させるよう努めるととも

に，その内容を公表するよう努めるものとする。

３ 市町村は，定期的に，その策定した市町村地域福祉計画について，

調査，分析及び評価を行うよう努めるとともに，必要があると認める

ときは，当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

（都道府県地域福祉支援計画）

第108条 都道府県は，市町村地域福祉計画の達成に資するために，各
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市町村を通ずる広域的な見地から，市町村の地域福祉の支援に関する

事項として次に掲げ事項を一体的に定める計画（以下「都道府県地域

福祉支援計画」という。）を策定するよう努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉，障害者の福祉，児童の福祉その他の福

祉に関し共通して取り組むべき事項

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関

する事項

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の

健全な発達のための基盤整備に関する事項

五 市町村による第106条の３第一項各号（※市町村が行う包括的な支

援体制の整備に関する事項）に掲げる事業の実施の支援に関する事項

２ 都道府県は，都道府県地域福祉支援計画を策定し，又は変更しよう

とするときは，あらかじめ，公聴会の開催等住民その他の者の意見を

反映させるよう努めるとともに，その内容を公表するよう努めるもの

とする。

３ 都道府県は，定期的に，その策定した都道府県地域福祉支援計画に

ついて，調査，分析及び評価を行うよう努めるとともに，必要がある

と認めるときは，当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとす

る。

-100-



1 鹿児島県社会福祉協議会 会長 山田　裕章 委員長

2 鹿児島国際大学福祉社会学部 教授 高橋　信行 副委員長

3 鹿児島県医師会 会長 池田　 哉

4 松原なぎさ校区コミュニティ協議会 会長 追鳥　嘉正

5 薩摩川内市 市民福祉部長 上大迫　修

6 鹿児島県社会福祉士会 会長 久留須　直也

7 鹿児島県身体障害者福祉協会 理事 黒木　恵子

8 鹿児島県民生委員児童委員協議会 会長 斉野　繁

9 鹿児島県保育連合会 会員（保育園長） 酒匂　みゆき

10 鹿屋市柳谷自治公民館（やねだん） 館長 豊重　哲郎

11 ＮＰＯ法人地域サポートよしのねぎぼうず 理事長 永山　惠子

12 市町村社会福祉協議会連絡協議会 会長 福永　 

13 大隅くらし・しごとサポートセンター センター長 藤原　奈美

14 鹿児島県老人クラブ連合会 副会長 武藤　ハツ子

（委員長及び副委員長を除き五十音順・敬称略）

鹿児島県地域福祉支援計画策定委員会委員名簿

所属団体名 役職名 氏名 備考

-101-



鹿児島県地域福祉支援計画
（平成31年度 平成35年度）

平成31年３月発行

編集・発行 鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号
電話：099-286-2841

-102-


