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地域福祉の推進に向けた平成２９年度の取組及び成果と課題について（報告） 

～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）に取り組んだ。 

 

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 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

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

事業を「関連事業」とし、地域福祉の視点を盛り込み、

実践を意識しながら事業を展開するため、「全体会」を

開催した。 

【第１回会議】 ５月２日（火） 

各所属の取組（事業）における地域福祉とのかかわ

りを考える 

【第２回会議】 ８月２９日（火） 

各所属の「関連事業」を共有し、実践に向けてブラ

ッシュアップする 

【第３回会議】 ２月１日（木） 

 各所属の「関連事業」を地域福祉の視点から振り返

る 

●「地域福祉カルテ」の作成（福祉企画部会の開催） 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□ 

 

３－４ 

３－６ 

 ・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、必要な地域情報を視覚化し、

さらに変化に応じて常に最新データとして共有できる

ツールとして地域福祉カルテの作成に着手した。平成

２９年度内に地域自治組織単位２８地区の基本フレー

ムが完成予定。 

・地域福祉推進会議（庁内会議）の専門部会（福祉企

画部会）を開催、カルテのフレーム構成の検討や活用

に向けて議論した。 

【第１回部会】 ６月１日（木） 

「地域福祉カルテ」の項目を考える① 

【第２回部会】 ７月６日（木） 

「地域福祉カルテ」の項目を考える② 

資料１ 地域福祉計画推進委員会  
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【第３回部会】 １２月２１日（木） 

 「地域福祉カルテ」作成の経過説明、意見交換 

●「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 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□ 

 

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、アンケート調査を実施した。 

・民生委員制度創設 100 周年記念事業廿日市市大会に

おいて、「これからの地域福祉活動と個人情報共有のあ

り方」と題し、「個人情報の取扱い」に関する講演を開

催した。 

 

 開催日 １１月７日（火） 

 場 所 さくらぴあ小ホール 

 講 師 九州大学大学院人間環境学研究院 

     高野 和良 教授 

 演 題 「これからの地域福祉と個人情報共有のあ

り方」 

 

・業務でのかかわりを通じた、地域（市民）ベースで

の個人情報の取扱いに係る現状と課題を明らかにする

ため、関係各課の職員による検討会議を開催、議論の

内容を元に、指針の骨子（案）を作成した。 

【第１回検討会議】 １２月２２日（金） 

 個人情報保護について 

各所属の個人情報にまつわる意見交換 

【第２回検討会議】 ３月９日（金） 

 個人情報の取扱や共有にまつわる課題から「解決案」

を考える 

 

【成果（○）と今後に向けて（●）】 

○ 定期的な庁内会議の開催により、市役所内部における地域福祉推進に係る意義の

理解や、各所属が実施する業務との関連付けに係る重要性ついては、一定程度理解

が深まったと思われる。 

○ 各所属が実施する「関連事業」を通じて、市民主体の地域福祉の取組（芽生えも

含む。）が複数見られた。 

○ 地域福祉カルテの作成により、各所属が保有していた地域福祉に関する基礎的な

情報を、地域福祉活動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

に整理することができた。 

● 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、全体会のほかに、支所

単位での共有と議論の場づくりが必要である。 
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● 地域の実情にあった実践と支援に向け、地域福祉カルテの作成（更新）プロセス

や、活用における市民や行政、専門職のかかわりを通じた地域福祉活動の実践など、

地域福祉を推進していく上で地域福祉カルテの有効性について明らかにする必要

がある。 

● 地域福祉カルテを活用するための情報の見方、分析に関する学習が必要である。 

 

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」について取り組んだ。 

 

（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ている。 

 

主な内容 基本目標・行動目標等との関連 

●制度の「見える化」 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□ 

 

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、広く啓発している。 

・名簿提供更新(実施済) 

  宮島地域、大野地域、廿日市地域の一部(佐方、

廿日市、原、串戸、四季が丘、宮内、地御前、

阿品) 

・名簿提供更新(調整中) 

  平良、宮園、阿品台 

・個人情報取扱協定締結(協議、調整中) 

  佐伯地域、吉和地域) 

・個別計画書作成率 34.7％(H30.2.1時点) 

・支援者登録者数 1,389人(H30.2.1時点) 

●避難支援団体等の意見交換会の開催 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

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、関係部署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を検討し

た。 
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【関係部署との意見共有①】 ２月２８日（水） 

参加部署：地域政策課、危機管理課 

進捗状況の共有や課題の洗い出し、次年度におけ 

る一体的取組を検討 

 【関係部署との意見共有②】 ３月６日（火） 

共有相手：きらりあ 

進捗状況と各地域支援団体事業担当者の明確化の 

必要性を共有 

 

（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しながら進めてきた。 

 

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 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□ 

 

２－３ 

重点目標１ 

 ・各地区で進みつつある協議体設置の動きに合わせ、

サロンや福祉の会への参加、必要な地域福祉情報の提

供を行った。平成２９年度においては、廿日市地区、

平良地区の協議体に継続して参加し、関係所属や市社

協と連携しながら地域のサポートを行った。 

 

・市民センター職員部会で実践プログラム研修を実施、

そのうち「福祉」をひとつのテーマとし、把握した課

題を元に地域課題解決に向けた市民の学習のためのプ

ログラムを検討した。 

 

（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 

   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 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□ 

 
４－７ 

重点目標１ 
 ・関係所属や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、協働プロジェクト部会を開催、各所

属の状況、課題を共有した。 
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【第１回部会】 １０月１１日（水） 

平成２９年度の取組状況の共有、今後の取組の方向

性の共有 

●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 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ 

 

５－１０  ・地域福祉推進の取組に関する協力企業・事業所につ

いて、市ホームページで取組事例を紹介。長期間就労

していない人の積極的な雇用や柔軟な勤務形態の整

備、衣食住の一時的な生活支援、空きスペースの提供

など市民主体の地域福祉活動への支援、市社協が実施

しているフードバンクへの物資提供などを行っている

市内７社を掲載した。（随時更新中） 

 

【成果（○）と今後に向けて（●）】 

○ 企業・事業所等の地域福祉推進に関連した取組を取材するプロセスを通じて、地

域社会に貢献しようとする企業・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する機会になった。 

● 避難行動要支援者避難支援の取組に係るネットワークづくりに必要な関係各課

との現状の共有と役割分担が急務である。今年度担当レベルで開催した共有の機会

をベースに、「協働プロジェクト部会」として継続的に開催する。 

● 避難支援を進めるための地域の実践者、避難支援団体等の意見交換会の開催に向

けて検討する。 

 

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んだ。 

 

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.２」の開催 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

１－１ 

１－２ 

２－３ 
 ・地域福祉活動や課題解決の取組多様な主体の事例発

表の機会を通じて、参加者が地域で考え実践していく

ためのヒントを得ることをねらいとして開催、９２人
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が参加した。 

開催日 １２月１７日（日） 

場 所 はつかいち市民ホール 

パネルディスカッション（６団体） 

活動事例紹介＆情報交換タイム 

※ 市内で取り組まれている６つの活動事例をブ

ース形式で紹介した。 

 

・自治振興部と連携し、地域政策課が所管する市内２

８地区を対象とした「情報交換会」の開催と連動させ

た企画内容とした。 

 

第１回情報交換会 

まちづくり×ふくしミーティング 

第２回情報交換会 →実践に向けた事業の棚卸し 

 

・「まちづくり×ふくしミーティング」番外編として、

活動現場を訪問する「現地見学ツアー」を開催、２団

体に対し、２件の申込があった。 

●図書館企画展示の実施 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

１－１ 

１－２ 

 ・地域福祉の推進に向けて誰もが自分ごととして気づ

く機会の一つとして、第２期計画に掲げる５つの背景

（「2025年問題」、つながりの希薄化、社会的孤立、災

害への備え、地域福祉活動への参加）をキーワードと

した「地域」「暮らし」「支えあい」などに関する関連

書籍を集めた展示会を開催した。 

 

テーマ  今なぜ「地域共生社会」づくりなのか 

開催期間 １０月３０日（月）～１１月２１日（火） 

展示書籍数 １６５冊 

貸出件数 ２２１冊（延べ数） 

●「別冊ハンドブック」の活用 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

２－３ 

重点目標２ 

 

 

 

・平成２９年度は未実施。地域福祉カルテ作成の動き

に併せ、地域情報を市民と共有し、盛り込んでいくプ

ロセスの中でのハンドブックの活用を検討する。 

●福祉保健部内研修の実施 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

重点目標１ 

→事例に学ぶ 
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・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した。 

【第１回】 ５月２２日（月） 

これからの地域包括ケア（支援）システムについて 

【第２回】 ７月２１日（金） 

対象者別研修 ※福祉保健部３年未満の職員を対象 

～福祉保健部が所管する業務、制度を知る～  

【第３回】１０月２７日（金） 

コミュニケーション研修 

【第４回】 ２月６日（火） 

 はつかいちの相談支援機関を知る 

 

【成果（○）と今後に向けて（●）】 

○ 「まちづくり×ふくしミーティング」では、市内で行われている市民主体の課題

解決に向けた取組の発掘につながり、広く活動者同士が共有する機会となった。 

● 今後も、課題解決に向けた市民主体の取組を共有する機会を継続的に開催し、地

域自治組織を始めとした多様な主体が取り組む事業のステップアップにつながる

よう、他部局と連携しながら進める。 

● 狭義に捉えた「福祉」ではなく、「地域の福祉」として広く捉え、さまざまな分

野や団体により、主体的に取り組まれる地域づくり活動が、地域福祉の推進につな

がっていることについて、さらなる理解を促す。 

 

４ 平成３０年度における地域福祉の推進に向けて                     

 

【主な取組（予定）】 

 ・ 地域福祉計画推進委員会 年３回 

 ・ 地域福祉推進会議（庁内会議） 年３回＋α 

    地域単位での開催を検討 

 ・ 地域福祉カルテの活用 

    モデル地区の設定、カルテの更新に向けた対話の機会づくり 

    計画期間前期３年間の中間評価 

    別冊ハンドブックの活用 

 ・ 地域福祉活動にかかる個人情報共有のための取扱指針作成 

    地域福祉計画推進委員会での意見聴取を予定 

 ・ まちづくり×ふくしミーティング vol.3の開催 


