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地域福祉の推進に向けた平成３０年度の取組について  

～第２期廿日市市地域福祉計画の実践に向けて～ 

 

１ 地域福祉推進の実践につながる環境づくり                   

 

  領域別の政策やまちづくりと福祉活動など、市役所内部や市社協、あるいは多様

な主体が取り組むさまざまな活動を連動させるなど、地域福祉推進の着実な実践に

つなげるために必要な環境整備（仕組みの構築、ツールづくり）に取り組む。 

 

主な内容 基本目標・行動目標等との関連 

地域福祉推進会議※（庁内会議）の開催 

重点目標１ 

重点目標２ 

 市役所内部の関係所属及び市社協が実施する既存の

事業について、地域福祉の視点を盛り込み、よりよい

成果を意識しながら事業を展開できるよう、「全体会」

として年３回開催する。 

なお、支所を中心とした地域単位での地域福祉の推

進を見据え、各支所にも継続して参加を呼びかける。 

「地域福祉カルテ」の活用方策づくり 

３－４ 

３－６ 

 昨年度作成した「地域福祉カルテ」について、モデ

ル地区を４ヶ所（平良、原、浅原、大野第 10区）選定

し、地域課題の可視化や、市民主体の地域福祉活動に

展開させるための活用のプロセスづくりに取り組む。 

「（仮称）地域福祉活動における個人情報共有のための取

扱指針」の作成 

４－７ 

４－８ 

 

 

 

 

地域福祉活動に取り組む市民（団体等）が、個人情

報の取扱いに関する理解を深めるとともに、各地域に

おいて、何らかの支援を必要とする人々に関する情報

の共有を進めるため、基本的な考え方を指針としてま

とめる。 

・素案、原案について推進委員会への意見聴取 

・アンケート調査（H29）実施団体への意見聴取 

・普及に向けた準備 

※ 平成 30年度における「地域福祉推進会議」の流れ 

    第１回          第２回           第３回 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1-1 地域福祉計画推進委員会 

平成３０年７月１２日 

● 各部署の地域

福祉との関連事業

を共有 

→連携方策や市民

主体の地域福祉活

動に対する支援策

を考える。 

● 関連事業の進

捗状況を共有、実践

における課題や今

後の取組の方向性

の確認 

→平成 31 年度当初

予算編成を視野に。 

● 関連事業の実

施状況を共有、プロ

セスを含めた成果

と課題の検証 

→次年度に向けた

改善、引継 
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２ 「協働プロジェクト」（横断的取組）の実践に向けた取組            

 

  第２期計画における５つの基本目標及び１１の行動目標をそれぞれ達成しなが

ら、各主体が連携し、協働して複数の課題に取り組んでいくための「横断的取組」

として掲げている３つの「協働プロジェクト」について、進行管理を行う。 

 

（1） 避難行動要支援者の避難支援に向けた地域を支援する体制づくり 

   いざという時の避難支援や安否確認をスムーズに行うことができるよう、平常

時の連携体制づくりを本格的に進める。 

 

主な内容 基本目標・行動目標等との関連 

制度の「見える化」 

４－７ 

４－８ 

 ・避難行動要支援者名簿の作成・提供など制度の流れ、

年間スケジュールなどについて、誰もが取組の意義や

必要性を理解できるよう整理し、広く啓発する。 

・災害時にもスムーズに対応できる庁内の体制づくり

を進めるため、関係部署と連携し、避難行動のフロー

化を図る 

避難支援団体等の意見交換会の開催 

１－１ 

２－３ 

４－８ 

 ・避難支援に取り組む団体の現状や課題、個人情報の

管理に関することなど、避難支援を進めるための実践

者による意見交換会を開催し、今後の避難支援団体に

対する支援策の検討に向けた基礎資料とする。 

 

（2） 地域包括ケアシステムを構築する体制づくり 

各地区における「地域福祉の会（協議体）」の立ち上げに向けた流れに併せ、福

祉担当部署におけるそれぞれの役割を認識するとともに、支所、市民センターな

どの地域づくり担当部署との情報共有や連携を強化する。 

 

主な内容 基本目標・行動目標等との関連 

地域福祉の会（協議体）設立に向けた側面的支援 

２－３ 

重点目標１ 

 ・各地区で進みつつある地域福祉の会（協議体）の設

立に向けて、市社協（生活支援コーディネーター）と

連携しながらサロンや福祉の会への参加、必要な地域

福祉情報の提供（「地域福祉カルテ」の活用）や、関係

各課へのつなぎなどを行う。 

「まちづくり×ふくしミーティング vol.３」の開催 

１－１ 

 ・対象者を明確にし、地域課題により即したテーマで

２回に分けて実施することで、着実に実践に生かす。

テーマの一つとして「地域包括ケアシステムづくり」

を取り上げ、協議体づくりに取り組んでいる地区の事

例を共有することで学び合う機会とする。 

 

（3） 多様な主体の連携による生活困窮者の自立を支援する体制づくり 
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   関係部署との実践に向けた議論の場を継続し、生活困窮者の自立を支援するネ

ットワークづくりのための資源開発に引き続き取り組む。 

 

主な内容 基本目標・行動目標等との関連 

専門部会（協働プロジェクト部会）の開催 

４－７ 

重点目標１ 

 ・福祉総務課、生活福祉課、産業振興課、しごと共創

センター、農林水産課、市社協による生活困窮者への

具体的な支援につなげるための情報共有や、実践に向

けた事業提案の機会として開催する。 

企業の社会責任（ＣＳＲ）の普及啓発、協力企業・事業所

の公表や認証の仕組みの検討 

５－１０ 

 ・長期間就労していない人等に対する積極的な雇用や、

市社協が実施しているフードバンク事業に対する物資

提供を行う企業など、地域福祉推進の取組に関する協

力企業・事業所を、継続して市ホームページで紹介し、

広く市民に発信する。 

 

 

３ その他、関連取組の実施状況                         

 

  第２期計画に掲げる基本理念の浸透や「暮らしの基盤づくり」の理解に引き続き

取り組むとともに、計画期間（５年）のうち前半３年間においては、これまでに地

域福祉にかかわりが少なかった新たな人材や主体など担い手の裾野を広げるため

の取組や、地域福祉を意識した事業の推進に向けた市職員の意識醸成など、基盤整

備や資源開発を重点的に取り組み、後半の２年間における事業の具体化へつなぐこ

ととしている。 

 

主な内容 基本目標・行動目標等との関連 

「まちづくり×ふくしミーティング vol.３」の開催（再掲） １－１ 

１－２ 

２－３ 

 ・対象者を明確にし、地域課題により即したテーマで

２回に分けて実施することで、着実に実践に生かす。 

「別冊ハンドブック」の活用 

２－３ 

重点目標２ 

 

 

 

・「地域福祉カルテ」活用の動きに併せ、地域福祉課題

の解決に向けた対話のためのツールとして「別冊ハン

ドブック」を活用し、考え話し合う場づくりを進める。 

福祉保健部内研修の実施 

重点目標１ 

 

 

 

 

・福祉保健部の各部署が所管する業務に関連した個別

計画や新たな制度を理解し、日々の業務に落とし込む

ことに加え、所属間や職員間の連携をねらいとして、

福祉保健部内研修を継続して実施する。 

データ活用研修の実施  

 ・「地域福祉カルテ」をより効果的に活用するため、 デ

ータを整理、分析、活用でき、広くアンテナを張るこ

とが得意な職員の育成に向けた研修を実施する。 

３－５ 
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４ 計画の中間評価の実施                           

 

 第２期計画の推進状況をはかるものとして、計画の中に「評価の視点」を設定して

おり、基本目標や行動目標、重点目標の達成度合いや協働プロジェクトの進捗状況に

ついて、「つながりあい 一人ひとりが 自分らしく暮らせるまち はつかいち」の

基本理念にどれだけ近づくことができたか、地域福祉推進会議での議論やまちづくり

市民アンケートの数値を活用して見える化する。 

 

 

５ 年間スケジュール                              

 

 時 期 内 容 

平成 30年 7月 12日 第１回地域福祉計画推進委員会開催 

・「地域福祉の推進に向けた平成３０年度の市の取組」報告 

・意見や助言を推進委員から聴取 

     10月 中旬 第２回地域福祉計画推進委員会開催 

・「地域福祉の推進に向けた平成３０年度の市の取組」中間報告 

・平成３０年度第１回地域福祉推進会議報告 

・「（仮称）地域福祉活動における個人情報共有のための取扱指針」原

案についての意見聴取 

     12月  「まちづくり×ふくしミーティング vol.３」開催 

 「（仮称）地域福祉活動における個人情報共有のための取扱指針」完成 

平成 31年 2月 中旬 第３回地域福祉計画推進委員会開催 

・「地域福祉の推進に向けた平成３０年度の市の取組」成果報告 

・第２期地域福祉計画の中間評価を提示 

 

 

〔参考〕平成２９年度に実施した「平成２９年度地域福祉の推進に向けた市の取組」

で委員から出された意見など  

 

※ 主なものを抜粋 

※ あ…平成３０年度の取組に反映している項目 

 

〔計画本編Ｐ20-23 基本目標１ 社会参加や役割発揮のための人づくり、参加の入

口づくりを進めます〕 

・ これからの担い手を見つけることが難しい。若い人がなかなか入りにくい、まず 

は顔が分かる関係づくりをして、いろいろなところとつながりながら、人を紹介し 

ていく（知り合う）ことが大事になってくる。【平成 29年度第 1回】 

・ 今、地区の一番の課題は、後継者を発掘して育てること。この課題を掘り下げる 
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場面がないか、考えていく必要があるのではないか。このことも地域福祉の推進に 

つながっていくのではないか。【平成 29年度第 3回】 

・ 別冊「ハンドブック」の活用が出来ていない。取組としても未実施。計画策定時 

には市民と一緒につくったものなので、ぜひ活用してもらいたい。来年度は地域福 

祉カルテと併せての活用を予定、ハンドブックだけでは、なかなか使うというとこ 

ろにはならず、何かきっかけが必要。そのきっかけをうまく見つけていく。【平成 

29年度第 3回】 

 

〔計画本編Ｐ24-25 基本目標２ 組織（主体）の意識や活動を進化させます〕 

・ 地域住民の福祉に対する理解をもっと進めるべき。【平成 29年度第 3回】 

 

〔計画本編Ｐ26-31 基本目標３ 地域の問題解決に必要な情報を共有します〕 

・ 地域福祉カルテは、市民が手軽に活用できることが重要。市のホームページや市 

民センターで閲覧ができる形で、手軽に情報が取れるとよい。【平成 29年度第 1回】 

・ 情報が身近にあるととてもうれしいという意見があり、情報源でいうと、コンビ 

ニの店員やスーパーのスタッフなどは地域の情報をよく知っているので、そういっ 

た情報も地域福祉カルテに反映できるものは反映していくことができれば、より良 

いのではないか。【平成 29年度第 1回】 

・ 地域福祉カルテについては、情報を入手するときに、個人情報が含まれるものも 

中にはあるとすれば、地域と共有したいということを目標としていることから、ど 

こまでを地域と共有するのか考えていく必要がある。【平成 29年度第 1回】 

・ こどもに関すること、一人暮らし高齢者に関するデータなど、何が困るのかとい 

う視点から、情報（データ）を示して、誰がどのようにかかわっていくのかを明ら 

かにできるとよい。【平成 29年度第 2回】 

・ 地域の見守り役として民生委員がいるが、民生委員活動の中で肌で感じているこ 

とが、地域から見たときにどうなのかがつかめていない。そのあたりもカルテにも 

盛り込めたらよい。【平成 29年度第 1回】 

・ 地域福祉カルテについて、どのように使っていけばよいのかを見えるようにして 

いくことが大事。カルテを元に、地域でいろいろ考えていくきっかけにはなる。自 

分の地域のことは、わかっているつもりになっていることが多く、実は地域は刻一 

刻と変わっている。カルテをうまく使い、行政にも関わってもらいながら、更新 

したり、地域の今とこれからを考えていくことをやっていくとよいのではないか。 

【平成 29年度第 3回】 

・ 行政レベルでは数字で表すが、地域レベルでは、地域にどのような資源があるの 

かなど特徴を示すことができるよう、地域のよさを表すことができるものになると 

よい。【平成 29年度第 2回】 

・ 統計データを作るということは、それを読み取る力が必要になる。行政職員の意 

識と考える力が必要。しっかり学んでいかないといけない。【平成 29年度第 2回】 
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〔計画本編Ｐ32-37 基本目標４ 社会的孤立を見逃さないための仕組みづくりを進

めます〕 

・ 避難行動要支援者避難支援の取組について、民生委員の取組の中でも重きを置き、 

取り組んでいるところ。避難支援が必要な人からの名簿提供の同意があり、それぞ 

れの避難支援プランを作っていくところにきており、要支援者や民生委員、地域自 

治組織の役員などはこの制度のことをよく知っているが、それ以外の地域の人たち 

は制度を知らない。このため、地域ごとに避難支援を進めていこうとしたときに、 

理解が得られにくくなかなか進みにくい。それをどうしていくか、町内会などの小 

さい単位で周知し、少しずつ広げていくということが必要。このことは災害時だけ 

でなく、平常時の支えあいにもつながること。これは民生委員だけでできることで 

はない。 

→ もう少しいろいろな人に制度に触れてもらえるような機会をつくっていく必要 

があると思う。取組の切り口として「災害」というテーマは入りやすいと思うので、 

うまくきっかけを作りながら、取組の中では「制度の見える化」と表記しているが、 

これを進めていきたい。【平成 29年度第 1回】 

・ 避難行動要支援者の避難支援について、市が提供している名簿に関する取組の状 

況が報告であったが、実際は市が提供している名簿の情報と、地域が把握している 

本当に支援が必要な人の情報がうまくすり合っていない実態がある。名簿を渡すだ 

けではなく、活用の仕方も考えていく必要がある。【平成 29年度第 2回】 

・ 支援者を決めていくことが難しいのが実態。支援者になってもらうこと、その人 

にどこまでを担ってもらうのかについて、市ももう少し一緒に取り組んで欲しい。 

【平成 29年度第 2回】 

・ 個人情報共有指針について、高齢者はわりと理解が得られ、収集できる環境にあ 

るが、障がいのある人や若い人、引きこもっているこどもなど、地域の中で把握す 

るというのは難しい。本人の同意が必要ということにはなるが、自分たちの個人情 

報を預けても安心と思ってもらえる地域になるための指針であることが必要。【平 

成 29年度第 3回】 

 

〔計画本編Ｐ38-41 基本目標５ 多様な主体の強みを生かした新しい支えあいを育

てます〕 

・ 行政が企業を紹介するということで、公平性の観点だけでない取組もどんどんや 

っていくことも必要。【平成 29年度第 3回】 

 

〔計画本編Ｐ48 重点目標１ 関係部署間、関係機関の連携を強化します〕 

・ 避難行動にしろ、地域福祉カルテにしろ、市民センターとの連携は欠かせない。 

市民センター職員と民生委員との連携などもつくっていけるとよいのではないか。 

【平成 29年度第 2回】 

・ 行政は「マネージャー」なので、職員の意識改革が今以上に必要。【平成 29年度 

第 3回】 
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〔計画本編Ｐ49 重点目標２ 地区・地域の拠点機能を発揮します〕 

・ 特に、地域のことを考えていく中では、地域の様子や資源に精通した支所の職員 

を中心に考えていくことが大事。【平成 29年度第 2回】 


