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地域福祉の推進に向けた令和元年度の取組報告及び令和２年度に向けて

～第２期廿日市市地域福祉計画の実践～

※【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つながるサービスを

多様な主体と連携しながら展開させた。

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

拠点づくりに向け必要なエッセンスを抽出し、整備方

針となる「基本的な考え方」をまとめた。 資料１

「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てる

とともに、市民主体の取組の支援につなげるための各

種レイヤーを作成中、令和２年３月末完成見込み。

「（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
・令和元年度第２回推進委員会（R1.12.5 開催）及びそ

の後の内容確認での意見を踏まえ、原案を作成した。

・原案をさらにだれにも読みやすく、手に取ってみた

くなるようなデザインを入れ、最終案として作成した。

資料２

地 域 福 祉 計 画 推 進 委 員 会

令和２年３月１８日
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【令和２年度に向けて】

● 相談支援拠点づくりについては、一定の方針整理ができたため、これを基に「断

らない相談支援」を実現するため、関係部署及び相談支援機関をはじめとする多機

関とのネットワーク構築のための議論を継続して進める。

● 「地域福祉カルテ」最新版の公表（R2.3 月予定）と併せ、平成３０年度に作成し

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」を活用し、地域福

祉推進のための基礎的ツールとして機能させる。

● 個人情報共有の考え方を示すことができる冊子の完成は、見守り活動や避難行動

要支援者の避難支援の取組において、次のステップに進めるためのきっかけになり

得ることから、関係部署、関係機関と連携し、啓発のタイミングや取組のすり合わ

せを行いながら効果的に進める。

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、進行管理を行った。

（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」【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。

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
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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進めた。

（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。

・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

実施した。

・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。

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、側面的支援を行った。

・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

定期的に開催した。

・地域包括ケアシステム構築に向け、地域にかかわる

業務を所管する関係部署や関係機関が、地域に対する

効果的なアプローチを行うための議論の場（業務連携

会議）を実践につながる場となるよう整理した。

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
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【今後に向けて】

● 避難行動要支援者名簿への登録者数、個別計画書策定率等は年々向上しているが、

実際の避難行動にはつながっていない。個人情報の取扱への誤解や認識不足、支援

者となる地域住民の高齢化などに加え、関係部署間の連携や地域への十分なサポー

トができていないことも要因となっているため、まずは、各地区の現状を把握し整

理し、各地区の実情に応じた個別の対応策を検討するとともに、庁内ネットワーク

を機能させる。

● 協議体設置に向けては、高齢者のみならず、すべての地域住民を視野に入れ、こ

れまで本市が進めてきた地域づくり活動や多様な主体との協働による取組と連動

させながら取り組んでいくことができるよう、地域づくり担当部署との連携を図る。

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た。

・部会としては、今年度は開催できなかった。。

・「廿日市市住生活基本計画」の作成を機に、住宅セー

フティネットの確保等の観点から、福祉保健部門と住

宅政策部門における定期的な議論の場を持つことがで

き、情報共有を進めた。

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

課題確認の場を不定期ではあるが開催した。

・ひきこもり支援に取り組む庄原市の事例、岡山県総

社市の事例について、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

・これまでに地域福祉推進に関連して、市と関連協定

を締結している企業・事業所４社を市ホームページに

掲載し、広く市民に公開した。 資料３
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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

・地域との新しいかかわり方や、暮らしを「ちょっと

だけ豊か」にする提案を、参加者同士で学び合いなが

ら考え、小さく、楽しく実践する場として１０月から

１２月にかけて「はつかいち暮らしのことゼミナール」

を開催、９のプロジェクトが実践され、レポートとし

て取りまとめた。 資料４

・「はつかいち暮らしのことゼミナール」の実践者が成

果について広く紹介する場として「まちづくり×ふく

しミーティング vol.4」を開催、「担い手のリアル」を

テーマに、地域自治組織等の活動者、民生委員など、

約７０人の参加があった。 資料５

（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

・今年度は実施しなかった。

「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、今年は実施しなかった。

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４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
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【今後に向けて】

● 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

野を広げる必要性は、様々な分野で共通しているため、それぞれの担い手の「ター

ゲット」を明確にし、これらに合わせた発掘、育成の取組を中長期的な戦略を構築

して取り組んでいく。

● 今後、ますます増加すると思われる複雑・複合的な課題に対応し、地域における

社会資源（人、もの、ことなど）がつながり合い、支え合う地域社会を目指してい

きたい。このためには、福祉分野以外のまちづくり関連分野とも連携して地域福祉

を推進していくことができるよう、令和２年度に予定している「第３期地域福祉計

画」策定の検討プロセスを生かし、庁内会議をさらに機能させ、背景や趣旨の共有

を関係部署、関係機関と丁寧に行っていく。

【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

【２月２１日（金）】

「ひきこもり勉強会～岡山県総社市の取組に学ぶ～」

（講師：社会福祉法人総社市社会福祉協議会 相談支

援課長）

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
・地域福祉カルテが完成しておらず、令和２年度初旬

に延期とした。

（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

に関する研修として実施予定）


