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地域福祉の推進に向けた平成３０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」を開

催した。 

【第１回会議】７月５日（木） 

・ 各所属における「地域福祉関連事業」についてグ

ループワークで議論した。 

・ アドバイザーの日本大学の諏訪徹先生から、「廿日

市市における地域福祉の推進」について講話をいた

だき、議論を深めた。 

【第２回会議】３月８日（金） 

・ 各所属における「地域福祉関連事業」について、

今年度「できたこと、改善点、見えてきた市民主体

の動き、来年度の取組」をグループワークで議論、

共有した。 

・ オブザーバーの蛯江委員長から総評をいただき、

「地域福祉の時代～行政に求められているもの」と

いうタイトルで講話をいただいた。 

●「地域福祉カルテ」の活用方策づくり 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

３－４ 

３－６ 

 モデル地区４地区（平良地区、原地区、浅原地区、

大野第１０区）を設定し、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

スづくりに取り組んだ。 

【モデル地区での取組】 

・ 平良地区、原地区、浅原地区における専門職（市

民センター職員、地域支援員、生活支援コーディネ

ーター）が日々の「事実」と「気づき」を「記録シ
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ート」に記入し、モデル地区間の情報共有を月１回

行い、プロセスの検証及び改善を行った。 

・ 大野第１０区では、地域主体でアンケート調査を

１０月に実施し、その結果と地域福祉カルテを活用

した意見交換会の開催を４月に予定している。 

 

【活用プロセスの見える化】 

・ 県立広島大学重点研究事業に採択され、定期的に

研究会を開催、市のモデル取組を取り上げ、「地域福

祉カルテ」の意義や有効性について議論した。 

その成果をパンフレットにまとめ、今後は普及啓

発に活用することとしている。 

●「（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 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ 

 

４－７ 

４－８ 

 

 

 

 平成２９年度に関係職員で検討した骨子をもとに作

成した素案について、第２回推進委員会での意見を反

映させた。 

 今後は、アンケート調査実施団体等へ意見聴取を行

い、その意見を反映させたものを原案とし、推進委員

会で意見をもらいながら、平成３１年度中の完成を目

指す。 

 

 

【成果（○）と今後に向けて（●）】 

 

○ 地域福祉推進会議（庁内会議）は、第２期計画期間スタート時から３年間継続

して開催することによりかなり定着し、議論の内容も形式的なものから実践ベー

スに進化し、連携の幅も広がってきた。 

○ 「地域福祉カルテ」の活用プロセスについては、県立広島大学の協力もあり、

意義や有効性を明らかにし、パンフレットとして形にすることができた。 

● 地域福祉推進会議（庁内会議）での議論を、着実に実践につなぐためのフォロ

ーアップが必要である。（個別案件の進捗に係るヒアリング、プロジェクト化な

ど） 

● 「地域福祉カルテ」が市民主体の地域福祉活動や、市及び社協が進めようとす

る取組の基礎的ツールとして真に機能するためには、多様な活用プロセス事例を

積み重ね、見える化することが必要である。 

● 個人情報共有の考え方を示すことは、地域での支えあい活動、避難支援の取組、

民生委員児童委員との連携など地域福祉の推進に向けては欠かせないものであ

り、関係部署、関係機関や実践者との丁寧な議論を行いながら、完成を急ぎたい。 
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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進めた。 

 

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を更新し、個別計画の策定を

促した。 

【名簿提供更新済】 

・ 廿日市地域の一部(佐方、廿日市、平良、原、串戸、 

宮内、地御前、阿品、宮園、四季が丘)、大野地域、 

宮島地域 

【名簿提供（未実施）】 

・ 阿品台 

【個人情報取扱協定締結(未達成)】 

・ 佐伯地域、吉和地域 

【個別計画策定率】 

・ 44.5％(H31.3.12時点 ※昨年対比＋14％)  

 

 災害時にスムーズに連携して対応できる庁内の体制

づくりや、全体計画の見直しを進めた。 

・ 危機管理課、地域政策課、消防署と定期的な会議 

と目指す姿の共有に係る課内協議を、１月から定期

的に行った。 

●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 

 ・ 目指す姿の共有を最優先とし、今年度の実施は見

送った。 

 

（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し、市社協や支所、市民センターなど
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の地域づくり担当部署との情報共有や連携を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）を

行った。 

・ １２月１５日（土）に開催した「まちづくり×ふ

くしミーティング vol.３」では、「生活支援体制づ

くり」をテーマに掲げ、見守り活動に取り組むきっ

かけづくりにつなげた。 

・ 市社協による先進地視察を経て、第２層協議体（中

学校区等、地域単位での多様な主体のネットワーク

や実践の場）の設置に向けて着手した。 

 

（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んだ。 

 

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 

  第１回専門部会を開催した。 

【協働プロジェクト部会】２月６日（水） 

・ 福祉総務課、生活福祉課、協働推進課、産業振興

課、しごと共創センター、農林水産課、市社協、廿

日市商工会議所が参加。生活困窮者自立支援事業の

これまでと今後の取組について情報共有し、各所属

の関連事業や連携方策について議論した。 

・ 今回から新たに住宅政策課も参加し、住まいに関

する課題についても議論された。 

●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 
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 ・ 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、広く市民に発信した。 

 

【成果（○）と今後に向けて（●）】 

 

○ 避難行動要支援者避難支援の取組では、目指す姿について定期的に議論するこ

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着実に進め

ていくための基礎が整いつつある。 

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けては、今年度開催した「まちづくり×ふく

しミーティング」がきっかけとなり、第２層協議体設置に向け着手につながった。 

● 避難行動要支援者避難支援に向けては、第２期計画の推進体制の一つである専

門部会（協働プロジェクト部会）を必要なタイミングで開催し、取組を後押しし

たい。 

  また、この取組を進めていくプロセスから得られる必要なエッセンスを、現在

見直しを行っている「避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）」に反映さ

せる。 
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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

取り組み、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.３」の開催 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

１－１ 

１－２ 

２－３ 

 対象者を明確化し、地域課題により即したテーマを

設定することで、参加者が着実に実践に生かすことが

できることを目標に開催した。（別紙ニュースレターを

参照） 

【第１回テーマ】１２月１５日（土）開催 

“見守りのネットワークづくり”は何のため？ 

参加者数 ７１人 

【第２回テーマ】１月２７日（日）開催 

“もしも”に備える地域のあり方 

参加者数 ９３人 

●「別冊ハンドブック」の活用 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

２－３ 

重点目標２ 

  今年度は未実施。今後、「地域福祉カルテ」の活用方 

策づくりの動きに併せ、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活用場面を検討する。 

●福祉保健部内研修の実施 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 
重点目標１ 

 

 

 

 今年度は未実施。地域包括支援体制づくりに向け、 

市内の各種相談支援機関を理解するための研修の開催 

を平成３１年度当初に予定している。 

●データ活用研修の実施 

【進捗度】 

  0        50%         100% 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

３－５ 
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 ・ 地域福祉カルテの基礎データに関する熟度が上が

らなかったため、今年度は未実施。 

 

【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、予想を超えて多くの実践者の参加

があった。具体的なテーマ設定により目的が明確化され、実践に役立てるイメー

ジを持ってもらうことができた。３年間継続して開催した現行の内容による「ま

ちづくり×ふくしミーティング」については、一定程度成果が得られたと考える。 

● 今後の地域福祉推進に向け、「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「まちづくり×ふくしミーティング」

を引き継ぎつつ、取組のリニューアルにつなげたい。 

● 関連取組については、基本となる取組（「地域福祉カルテ」、「個人情報共有指

針」など）の進捗状況が影響し、実施できなかったものが多くある。進行管理を

着実に行い、タイミングを捉えて、効果的に実施したい。 


