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地域福祉の推進に向けた令和元年度の取組について（中間報告）

～第２期廿日市市地域福祉計画の実践に向けて～

※【進捗度】は自己評価によるものである。

１ 地域福祉推進の実践に向けた開発機能の計画化【新規】

計画期間前期３年間で取り組んできた基盤整備や資源開発（必要なツールづくり、

活用のプロセスづくり）を基本に、具体的な事業や生活支援に係るサービスを多様

な主体と連携しながら展開させる。

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

相談支援拠点づくりに向けた検討ワーキングの実施【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□

３－４－ア

重点目標１

・福祉保健部内の係長及びＧＬ、関係機関（市社協、

きらりあ）による検討ワーキングを３回開催、相談支

援拠点づくりに向けた基本構想の策定に必要なエッセ

ンスを抽出できた。

・課題解決のための配置検討では、それぞれの分野で

の実務を踏まえた具体的で実現可能な案が出され、こ

の議論のプロセスを通じて部内の機運が高まった。

【第１回：７月３日（月）】

相談支援拠点づくりの目指す方向を共有する

【第２回：８月１日（木）】

「ここが気になる」を出し合う

【第３回：１０月３日（木）】

考えられる解決策、必要な機能を考える

「地域福祉カルテ」の情報の充実【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

３－４－ア

３－５－ア

・「地域福祉カルテ」の地図掲載部分を「地図情報シス

テム」（ＷｅｂＧＩＳ）内へ導入するための準備（人口

データの整理、データ所管課から最新情報の収集など）

に着手した。福祉保健部における事業展開に役立つと

ともに、市民主体の取組の支援につながるために、分

かりやすい表示方法を検討している。

・昨年度作成した冊子「暮らしと地域を診断する『地

域福祉カルテ』のススメ」の活用については現時点で

未着手。「地域福祉カルテ」最新版の公表（R2.3 月予

定）と併せ、効果的な活用策を検討する。

資料 1 地域福祉計画推進委員会

令 和 元 年 12 月 ５ 日
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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【継続】

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。

「（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【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□

４－７－ア

４－８－ア

・平成３０年度第３回推進委員会（H31.3.20 開催）で

の意見を踏まえ、素案・改訂版（2019.11）を作成した。

・個人情報保護法からのアプローチではなく、見守り

活動や避難支援活動など、地域福祉活動を行うにあた

って心得ておきたいことを中心に書き込み、項目も地

域福祉活動で想定される項目に限定して掲載した。

（今年度の予定）

・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

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

制度の「見える化」【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□

４－７－ア

４－８－ア

・民生委員児童委員協議会が９月から１１月に実施す

る高齢者訪問事業において、土砂災害特別警戒区域（レ

ッドゾーン）に居住している７０歳以上の高齢者に、

早めの避難を啓発するチラシ配付を行なった。

・地域と共に取り組むことを目的に、平良地区コミュ

ニティと連携する取り組みを進めており、個別計画書

の策定状況や地域で活動していく上での課題などにつ

いて意見交換を行った。

・平良地区コミュニティと市関係部署が連携し、制度

の進捗を図る体制づくりに向けて、定例的に情報交
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（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。

換・意見交換できる場を設ける。

防災プロジェクトの実施

（障がい福祉相談センターきらりあとの連携）【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

４－８－ア

４－９－ア

・早めの避難行動を啓発するため、土砂災害特別警戒

区域（レッドゾーン）に居住している障がいのある人

の把握と、戸別訪問による本人への周知、避難方法・

避難場所の確認、はつかいちし安心・安全メールなど

の説明、避難行動要支援者避難支援制度の説明などを

実施している。

・日中活動系の福祉サービス事業所にアンケートを行

い、事業所や利用者の自宅が土砂災害特別警戒区域な

どに指定されていないか、自力で避難できない人はい

ないかなどの調査を行った。

・令和２年１月中に、日中活動系の福祉サービス事業

所と情報共有や避難支援の仕組みの検討を目的とした

会議を開催する予定である。

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【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

２－３－イ

重点目標１

重点目標２

・市社協（生活支援コーディネーター）を中心とした

廿日市地域における第２層協議体の機能充実に向けた

取組について、地域福祉視点での市役所内部の情報共

有やデータ提供など、側面的支援を行っている。

・佐伯地域４地区（玖島、友和、津田・四和、浅原）

での協議体設置に向け、現状の共有や今後のアプロー

チの仕方について、実践を踏まえて検討する戦略会議

を定期的に開催している。
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（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【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

４－７－ア

重点目標１
・今年度は開催できていない。

・Ｒ２年度に実施予定事業の共有と併せ、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、１月末～２月初旬に

協働プロジェクト部会を開催する予定。

ひきこもり支援に向けた多様な資源開発【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□

４－９－ア、イ

重点目標１
・ひきこもりに関連する関係所属における情報共有や

課題確認の場を定期的に開催することとし、相談支援

拠点の柱のひとつとして進めている。

・ひきこもり支援に取り組む庄原市の事例について、

部内研修として学ぶ機会を設けた。

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【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

５－１０－ア、イ、ウ
・今年度、地域福祉推進の取組に関する協力企業・事

業所に関する市ホームページへの新規掲載はしていな

い。

・１０月１７日に生活協同組合ひろしまと「地域共生

社会の実現等に向けた包括連携協定」を締結した。こ

れまでに地域福祉推進に関連して、市と協定を締結し

ている事業所を市ホームページに掲載する。（１２月中

を予定）



- 5 -

３ 地域福祉（活動）に関わる人材の発掘【新規・継続】

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、前期３年間から継続して取り組み、次期計画に向けて新たな事業展開を可

能とするよう成果を見据えて進める。

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

若い世代を対象とした「地域へのかかわり方」の提案づく

り【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

１－１－ア

１－２－ア

２－３－ア

３－６－ア

・当初の企画内容を変更、「暮らしのことゼミナール」

と題し、参加者が主体的に「暮らし」について考え実

践、研究するものとした。

・２０年後の廿日市市を見据え、地域へのかかわりが

比較的少ない世代を対象とするため、告知や募集をWeb

限定としたことにより、概ね５０歳代以下の参加者が

15 人定員を超えて参加があった。

・第２回の「つくってみる」では、参加者が考えた１

０のプロジェクト提案され、順次、実践しているとこ

ろである。今後は実践のフォローを行う。

（仮題）ファシリテーション講座の実施【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１－１－ア

２－３－ア

・「暮らしのことゼミナール」で、参加者が議論し実践

した結果について、現在活躍中の課題意識の高い地域

福祉活動者も含め、広く紹介する場として「まちづく

り×ふくしミーティング」を開催（2/24）することと

しており、このときの反応やニーズを踏まえた企画内

容として実施するため、今年度は実施しない。

「別冊ハンドブック」の活用【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ １－１－ア

１－２－ア

２－３－ア・「地域福祉カルテ」作成の動きに併せ、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するこ

とし、今年は実施しない。
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福祉保健部内研修の実施【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□

重点目標１

・当初の企画内容とは一致していないが、旬なテーマ

による３つの部内研修を開催した。

【５月２０日（月）】

テーマ別研修：はつかいちの相談支援機関を知る

（講師：各相談支援機関の職員）

参加者：４５人

【８月８日（木）】

「社会保障制度の将来展望と２０４０年に向けた政

策の方向性」

（講師：厚生労働省 老健局 老人保健課長）

参加者：約１２０人

【１０月３０日（水）】

「庄原市におけるひきこもり者への支援」

（講師：庄原市社会福祉協議会 事務局長）

参加者：３９人

データ活用研修の実施【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

３－５－イ

重点目標１
・現時点では未実施。

・ＷｅｂＧＩＳの本体を所管する総務部情報推進課と

連携し、「地域福祉カルテ」を活用事例のひとつとして

紹介しつつ、操作方法をはじめ、データの整理、分析

に関する研修を実施予定。（地域福祉カルテ完成後）


