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第２期廿日市市地域福祉計画 前期３年間の成果と課題 

 

 

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

 

取組１：地域福祉推進会議（庁内会議）の開催 

 

【第２期計画における行政の役割】 

   重点目標１：関係部署、関係機関の連携を強化します（P48） 

 

主な取組内容 

○ 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

域福祉の視点や期待する成果を意識しながら事業を展開できるよう、地

域福祉推進会議を開催した。 

 

○ 各所属で地域福祉とかかわりのある事業（「関連事業」）を選定し、共

有するとともに、連携できることについて議論した。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・市役所内部及び市社

協との連携体制、評価

検証に向けた年間のサ

イクルを確立できた。 

・各所属における既存

の事業について、地域

福祉に関する多様な入

口を意識させることに

つながった。 

・地域福祉推進に係る

意識や各課の業務との

関連付けに係る理解が

深まった。 

・各所属における関連

事業の実施を通じて、

市民主体による地域福

祉の取組が複数見られ

た。 

・前期３年間継続して

庁内会議を開催したこ

とにより定着し、議論

の内容も実践ベースに

進化、連携の幅も広が

ってきた。 

課題 

・着実な実践に向けた具体的な議論の機会（プロジェクト化など）づくり、

事業に対するフォローアップ（進捗共有など） 

・各支所、市社協事務所単位における同様の機会のづくり 

 

  

資料１ 地域福祉計画推進委員会  

令和元年７月１０日 
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取組２：「地域福祉カルテ」の作成 

 

【第２期計画における行政の役割】 

３-５-ア：情報の整理と共有の仕組みをつくる（P29） 

３-５-イ：データを効果的に活用できる職員を育成する（P29） 

３-５-ウ：関係部署間のネットワークをつくる（P29） 

 

主な取組内容 

○ 地域の現状を把握し、地域ごとの将来を見据えて地域福祉を推進する

ため、必要な地域情報を可視化し、地域福祉を推進する多様な主体と共

有できるツールとして「地域福祉カルテ」を作成した。 

 

○ 地域福祉推進会議（庁内会議）の専門部会を開催し、関係する所属の

参加により、地域福祉カルテに必要な項目の検討、フレームづくり、活

用策について議論した。 

 

○ 地域福祉カルテを市民主体の地域福祉活動に展開させるため、モデル

地区の設定や県立広島大学との連携により、活用プロセスづくりに取り

組んだ。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

 ・地域福祉カルテのフ

レームができたことに

より、各所属がそれぞ

れ保有していた地域福

祉に関する基礎的な情

報を、地域福祉の圏域

として位置付けている

地域自治組織単位２８

地区ごとに整理でき

た。 

・モデル地区での取組

を通じて、地域福祉カ

ルテの意義や有効性、

活用プロセスを明らか

にし、パンフレットと

して形にできた。 

課題 

・多様な活用事例の積み重ねと可視化 

・行政が保有する情報のみならず、市民主体の地域福祉活動を通じて共有

（把握）した情報の地域福祉カルテへのフィードバックなど、内容の充実 

・情報の見方、分析に関する職員研修及び地域福祉活動者向けの学びの機

会づくり 
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取組３：「（仮称）地域福祉活動における個人情報共有に関する取扱指針」の作成 

 

【第２期計画における行政の役割】 

    ４-８-ア：要支援者の見守り活動を支援する（P35） 

 

主な取組内容 

○ 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

る正しい理解を深めるとともに、地域主体の支えあいを進めるため、個

人情報の共有に関する取扱指針の策定に着手した。 

 

○ 関係団体等の個人情報の取扱いや共有の現状と課題を把握するため、

民生委員児童委員、地域自治組織や自主防災組織などの避難支援団体に

対し個人情報に関するアンケート調査を実施した。 

 

○ 市役所内部及び関係機関における業務でのかかわりを通じた地域の個

人情報の取扱について、関係所属による検討会を開催した。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

 ・関係団体等へのアン

ケート調査により、個

人情報の取扱いに関す

る現状を一定程度明ら

かにできた。 

・関係職員による個人

情報に関する議論をも

とに、指針の骨子を作

成した。 

・推進委員会での議論

により、素案を作成し

た。 

課題 

・指針を作成する目的の明確化（再確認）と、これを踏まえた指針への掲

載方法の検討（地域福祉を推進するうえで、お互いが身に付け合っておく

べきマナーとルールの理解、お互いが安心して心を開き合える新たなルー

ルに基づいた人間関係づくり） 
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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               

  

取組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 

 

【第２期計画における行政の役割】 

４-７-ア：要支援者を理解するきっかけをつくる（P33） 

重点目標１：関係部署、関係機関の連携を強化します（P48） 

 

主な取組内容 

○ 避難行動要支援者の把握や、避難行動要支援者名簿を活用して地域が

主体的に進めていく支援者探しのサポートなど、避難支援団体に対する

平常時の活動支援を進めた。 

 

○ 災害時における避難支援や安否確認がスムーズに行うことができるよ

う、関係所属との連携体制を整えた。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・避難行動要支援者と支援者のマッチングについ

ては、地域によって偏りはあるものの、避難支援

団体の理解が進み、支援者登録が少しずつ増加し

てきた。 

・避難支援団体と民生委員と連携や、要支援者マ

ップの作成による地域内での共有など、市民主体

の動きも見られるようになった。 

・福祉総務課内で、避

難行動要支援者避難支

援の取組に係る目指す

姿について定期的に議

論したことにより共有

が進み、関係部署との

ネットワークづくりや

役割分担を進めていく

ための基礎が整ってき

た。 

課題 

・避難支援団体における課題意識の差を埋めるための制度理解、取組の必

要性など学ぶ機会の創出 

・避難支援団体における支援体制づくりに向けた庁内ネットワークの構築 
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取組２：地域包括ケアシステムを構築する体制づくり 

 

【第２期計画における行政の役割】 

１-１-ア：さまざまな主体の活動状況を把握し、参加の機会をつくる（P21） 

２-３-ア：地区・地域の取組の「見える化」を進める（P25） 

２-３-イ：考え、話し合う場に参加する（P25） 

重点目標１：関係部署、関係機関の連携を強化します（P48） 

重点目標２：地区・地域の拠点機能を発揮します（P49） 

 

主な取組内容 

○ 地域課題を共有する協議体を中心に、生活に密着した地域の多様な主

体で「考え、話し合う場」を定着化し、支えあいの組織づくりを進める

ための連携体制づくりに取り組んだ。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・地域自治組織に対し

実施した地域福祉に関

するヒアリングを通じ

て、「地域福祉の会（協

議会）」づくりの土台と

なるサロンや地域福祉

に係る事業などの取組

や、地域課題について

考え話し合う場の把握

ができた。 

・各地区の「地域福祉

の会（協議体）」の設立

にあわせ、これを支え

るための関係所属との

情報共有を行った。 

・３年間継続して開催

してきた「まちづくり

×ふくしミーティン

グ」で「見守り」をテ

ーマとしたことがきっ

かけとなり、廿日市地

域における第２層協議

体づくりに着手するこ

とへつながった。 

課題 

・各地区における十分な現状把握（組織形態、取組の機運、熟度の見極め

など）による丁寧なアプローチと、関係所属によるバックアップ体制の構

築 

・「地域福祉カルテ」の効果的な活用 
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取組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 

 

【第２期計画における行政の役割】 

５-１０-ア：企業の社会責任について市の考え方を啓発する（P39） 

５-１０-イ：地域社会に貢献する企業・事業所を開拓する（P39） 

５-１０-ウ：地域社会に貢献している企業・事業所をＰＲする（P39） 

 

主な取組内容 

○ 生活改善や就労支援など、生活困窮者一人ひとりに合わせた支援を強

化するとともに、個別の相談によって把握した課題の蓄積を元に、支援

が必要な人の社会的孤立の防止と自立支援のためのネットワークづくり

を進めた。 

 

○ 関係所属による「協働プロジェクト部会」を開催し、それぞれの所属

が持つ情報を共有するとともに、具体的な取組を検討する場として機能

させた。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・対象者の状況や作業

能力に合わせた職業訓

練の支援モデルとし

て、市内の農家での農

作業体験受け入れの仕

組みを構築することが

できた。 

・市内の企業・事業等の地域福祉推進に関連した

取組を取材し、市ホームページで広く紹介した。 

・地域社会に貢献する企業・事業所等の開拓につ

ながるとともに、市の考え方や方向性を普及啓発

できた。 

課題 

・自立支援に必要な社会資源の開発に向けた、他部局（環境産業部）との

日常的な連携 

・就労支援以外の多様な出口づくり（居場所など） 
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３ その他、地域福祉の推進に向けた関連取組                   

 

取組１：「まちづくり×ふくしミーティング」の開催 

 

【第２期計画における行政の役割】 

１-１-ア：さまざまな主体の活動状況を把握し、参加の機会をつくる（P21） 

２-３-ア：地区・地域の取組の「見える化」を進める（P25） 

２-３-イ：考え、話し合う場に参加する（P25） 

 

主な取組内容 

○ 地域福祉活動や課題解決に取り組む多様な主体の活動発表を通じて、

参加者が実践に向けたヒントを得ることや、地域福祉活動への「かかわ

りしろ」を見つけることを目的として開催した。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・市内で実践されてい

るさまざまな視点での

課題解決事例を共有す

る機会となり、「まちづ

くり」と「福祉」の関

係性の理解につながる

きっかけとなった 

・企画づくりのプロセ

スを通じて、課題解決

に向けた取組の発掘に

つながった。 

・活動者同士の共有の

機会となった。 

・テーマを「見守り」、

「防災」に絞り、目的

やターゲットを明確化

させることによって、

より実践に活かすこと

ができる内容となっ

た。 

・予想を超え、多くの

実践者の参加があっ

た。 

課題 

・今後の地域福祉活動の担い手の裾野の拡大に向けたターゲットの明確化

（「誰に」、「何を」「どのように」伝えていく必要があるのか、今一度明ら

かにし、これまでの趣旨を引き継ぎながらステップアップさせる。） 

・「地域の福祉」として広く捉え、さまざまな分野、主体による入口の拡大 
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取組２：別冊ハンドブックの活用 

 

【第２期計画における行政の役割】 

１-１-ア：さまざまな主体の活動状況を把握し、参加の機会をつくる（P21） 

 

主な取組内容 

○ 「第２期地域福祉計画」本編をもとに作成した、地域福祉を「自分ご

と」として捉え、日々の暮らしや活動を通じて気づいてもらうためのツ

ール「別冊ハンドブック」を活用した。 

 

○ 実践者を対象に「使い方セミナー」の開催、出前トークでの活用、市

民センター職員部会での活用体験など実施した。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・実際の活用を通じて、

さまざまな場面での活

用の可能性が見えた。 

※未実施 ※未実施 

課題 

・「別冊ハンドブック」単独での活用ではなく、地域福祉活動をベースに課

題解決に向けたひとつのツールとしての啓発（地域福祉カルテ活用との連

動） 
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取組３：福祉保健部内研修 

 

【第２期計画における行政の役割】 

重点目標１：関係部署、関係機関の連携を強化します（P48） 

 

主な取組内容 

○ 福祉保健部内の各所属が所管する業務に関連した個別計画や各種制度

を理解し、自らの日々の業務との関連を意識付けることに加え、所属間

や職員間の連携を促すことをねらいとして実施した。 

 

○ 知識付与だけでなく、グループワークにより職員同士が対話し、学び

深め合う参加型の研修とした。 

成果 

（※自己評価） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・地域福祉に関連する部内のさまざまな業務を垣

間見ることとでき、日々の業務に生かされた。 

・若い職員にとっては、経験豊富な職員との対話

の機会になり、職員育成の一助となった。 

※災害の影響により開

催を中止した。 

課題 

・窓口対応を行う所属が大半であり、研修への参加がかなわない職員が多

いことから、テーマ設定、開催回数、開催する時間帯などの工夫 

・各所属内における伝達研修の推奨 

 


