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こんな思いをお持ちのあなたにおすすめです
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１.このパンフレットの目的と活用方法                   
１ 地域福祉の現状と課題 

 

私たちが暮らす地域社会は、人口減少が進み、超高齢社会に突入しています。さらに、

高齢者世帯を中心に単身世帯が多くを占めるようになり、さまざまな生活課題を生むよう

になってきました。 

 

例えば… 

日常生活で困りごとが増えた一人暮らし高齢者、認知症の高齢者を障がいのある家族が

支えている世帯、複合的な生活課題を抱えた家族や、その家計を支えるために仕事をしな

がら介護もしなければならない家族など、奮闘しなければならない状況が広がっています。 

 

これらの課題に対応していくためには… 

福祉や介護の制度・サービスをさらに充実すると同時に、市民主体の地域福祉活動が重

要になってきます。それは、課題を抱えた人々に対する日常的で具体的な支援を市民が担

うということに留まらず、地域に暮らすできるだけ多くの市民が自分たちの地域の課題を

知り、その現状を社会に発信し、そして自らも解決に向けた取り組みにかかわることです。 

 

 

 

 

地域課題の解決には、市

民もかかわることが必

要といわれるけど、それ

って本当は行政の仕事

ではないの？ 

高齢化や少子化で大

変だといわれている

けど、それって一部

の地域の問題ではな

いの？

地域課題を解決するた

めに、ほかの地域でやっ

ていることをマネして

もうまくいかないのは

なんでだろう 

地域の活動と専門職

の仕事は、役割が違う

から、一緒に取り組む

のはむずかしいんじ

ゃないかなあ？ 
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 しかし… 

近年、町内会や地域自治組織等の活動に参加する人が少なくなり、継続して地域福祉活

動を行うことが難しくなっています。 

その一方で、災害時には多くのボランティアが活躍したり、興味や関心を同じくする仲

間が集まった活動は活発に行われたりしています。 

このことから、これからは、地域自治組織等の活動と一緒にその他のボランティア活動

なども相互に協力して取り組むなど、多様な地域福祉活動の展開が求められています。 

 

 

２ 「地域福祉カルテ」を活用した市民主体の地域福祉活動 

 

多様な地域福祉活動を展開するためには、次のことが重要です。 

 

① 自分の暮らす地域の現状や課題を知ること 

⇒ 普段、私たちは、自分の日常生活にかかわる機会の少ない福祉課題（例えば、若い

世代にとっての高齢世帯の課題、障がいのある人がいない家族にとっての障がい者の

課題、など）は、なかなか知ることができにくいものです。また、高齢化の進展や地

域の人々の意識の変化など、目に見えにくい課題も気づきにくいものです。 

 

② 地域福祉活動を通じて生活課題や地域課題に対応するために必要な情報を知ること 

⇒ 市民が課題に気づき、地域福祉活動で対応する必要性を理解した後、具体的な生活

課題や地域課題の解決に向けて、何に取り組まなければならないかを考えることが必

要です。その際には、地域福祉活動だけでは対応できない課題解決に取り組まなけれ

ばならないこともあり、医療や福祉の専門職と連携するための基盤となる地域の福祉

情報の活用と共有が重要です。 

 

つまり… 

課題解決に向けた地域福祉活動を行うためには、地域にかかわる情報の理解と、専門職

との共有・活用が求められるのです。この地域にかかわる情報を整理したものが「地域福

祉カルテ」です。 

 

 

このパンフレットは、「第２期廿日市市地域福祉計画」で示している基本理念 

「つながりあい 一人ひとりが 自分らしく暮らせるまち はつかいち」の実現に向け、

多様な主体が役割分担しながら、地域福祉の現状や課題を共有し、行動するためのツールと

して作成した「地域福祉カルテ」の活用について、その意味や使い方を示したものです。 
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２.「地域福祉カルテ」とは 

 

１ 生活課題の個別性 

 

私たちの暮らしの中にある生活課題は、高齢、児童、障がい、貧困、格差、差別など

多様な分野にわたっています。このような、誰もが直面するかもしれない生活課題を解

決に導く取組を「社会福祉援助」といいます。 

また、生活課題は、私たちの特徴や性格が異なるように、個人ごとに全く別の現れ方

をするものであり、その解決への援助を行う際には、それぞれの課題に適した対応が必

要となります。 

 

こうした社会福祉援助の持つ個別性に対応するためには… 

ひとりひとりがどのような生活課題に直面し、その課題にはどのような地域の背景が

あるのかを正しく理解しなければ、効果的な対策を考えることはできません。 

 

 

２ 「地域アセスメント」の必要性 

 

このようなひとりひとりの持つ生活課題とその背景、経緯や現状を把握することを

「アセスメント」といいます。病院で初診の際に、医師が症状を問診して病気の特定を

したり治療方法を決めたりすることと同じです。 

この「アセスメント」は、個人に対する社会福祉援助の内容や方法を方向付けるとて

も重要な行為です。このことは、地域に対して行う支援でも同じです。地域の課題やそ

の背景、歴史や現状を把握する「地域アセスメント」が、生活課題に対応するためには

とても重要なことなのです。 

 

 

３ 「地域アセスメント」による情報共有の必要性 

 

市民の生活課題を地域アセスメントにより把握すると、次はその課題への対応策を検

討しなければなりません。そして、検討の末、考えられた対応策は、さまざまな立場の

人たちが担うことになります。それは、行政をはじめ社会福祉協議会、介護事業者、障

害者福祉サービス事業者、医療機関などの介護・福祉・医療に関する専門機関・専門職

（以下「専門職等」といいます。）であり、また地域自治組織、ボランティア、民生委員

でもあります。 

これらの人たちは、それぞれの立場や職務内容から別々の役割を担いますが、活動の

対象は同じ地域の課題です。それぞれの課題や特徴に合わせて、自分の役割を発揮する

ためには、課題への対応にかかわる人たちが地域アセスメントにより把握した情報を、

かかわる人みんなで共有しておくことが必要です。 
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４ 「地域福祉カルテ」の必要性 

 

このような支援に関わる人たちの情報共有の手段として有効なのが 

 

「地域福祉カルテ」です。 

 

地域福祉カルテは、その地区・地域に関わる情報を地域自治組織の単位ごとに整理

し、掲載したものです。これらの情報は、地域への支援を行おうとする際に、まず理解

しておくことが必要な情報であり、整理しまとめておくことで適切な支援が行えるよう

になるのです。 

さらに、この「地域福祉カルテ」は、行政機関や専門職等だけでなく、市民も一緒に

活用することが重要です。 

 

５ 「地域福祉カルテ」に含まれる要素とは 

 

地域福祉カルテは、地区・地域に関するさまざまな情報を整理したもので、①客観的な

情報と、②主観的な情報があります。 

 

①客観的な情報 

人口・世帯数、高齢者数・高齢化率、障がい者数、児童数など市が把握している「統計

情報」や、公共的施設、市民センター、学校、介護・医療・福祉の施設などの「建物とし

て存在する社会資源」、そして、法制度、社会的サービス、消費サービスなどの「目に見え

ない社会資源」が例として挙げられます。 

情報を把握する人によって確認した内容や結果が異なることが比較的少ない種類の情

報です。 

 

②主観的な情報 

さまざまなアンケート調査やインタビューを通して得られた地域の住民の考えや意識

調査結果が例として挙げられます。アンケートやインタビューなどの調査結果からは、生

活課題に直面する人たちの感じていることや思いなど客観的な情報からは得られない内

容を知ることができます。 

 

このような客観的な情報と主観的な情報は、さまざまな資料や関係者を通じて得たり、

場合によっては直接自分たちで調査を行って把握します。これらは、まるで私たちの健康

状態を記録している病院のカルテのように、地域の現状やこれまでの経緯などを示してい

ます。 
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３.【事例】市民主体による地域アセスメント 

 

１ 市民主体によるアンケート調査 

 

  大野第１０区（以下「１０区」といいます。）では、地域福祉カルテを活用した地域アセ

スメントをモデル的に実施しました。 

  １０区では、以前から「現行の役員や活動者だけでなく、新たな人材を地域活動に巻き

込み育てていきたい」、そのために、まず「区の活動を見直したい」、と考えていたことか

ら、区内役員を中心に、地域福祉カルテを活用して、自分たちの地区を改めて見つめなお

してみることにしました。 

  「新たな人材」とは、比較的若い世代（４０歳～６０歳代）のことを指しますが、話し

合いを進める中で、「若い世代が取り組める活動はどんなものなのか」、「この１０区のこ

とをどう思っているのだろうか」…など、ターゲットにしたい世代の現状がよくわかって

いないことに気がつきました。 

  そこで、地区内の２０歳以上、１世帯３人までに対して、アンケート調査を行いました。

アンケート内容は地区役員が考え、配付や回収は組長を通じて行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大野第１０区の概要＞ ※地域福祉カルテから抜粋 

 

人 口 ８６６人（男：４２０人 女：４６６人） 

世帯数 ４１３世帯 

組 数  １８組 

 

【将来推計人口】             【世代別人口構成】 
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 以下のプロセスで行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ アンケート調査の実施過程の市民参加の意義 

 

  今回の地域アセスメント実施に当たっては、最初に「担い手づくり」、「区の活動の見

直すきっかけ」という目標設定を行いました。このように目標を定めることは、地域ア

セスメントを行うとき、その後の実践に向けてとても重要です。 

アンケート内容は全て地区役員が考えたものですが、この「考えるための対話」その

ものが、今後どんな地区にしたいかを考えることにつながっています。 

  また、アンケート用紙の配付・回収は、各組の組長が行いました。地区内で取組を共

有し、役割分担して行うことで、主体性が広がり、このことは、アンケートの高い回収

率からもわかります。（回収率：８２．２％） 

  これらのことから、市民主体によるアンケート調査は、地域において課題意識を持

ち、さまざまな調査を行う力や問題に気付く力が発揮され、実践への動機付けの機会と

なるほか、地域力を高めていくひとつの方法として機能すると考えられます。 

 

 

 

 

  

※次年度 
実施予定 ＜１０区の地域アセスメントプロセス（モデル）＞ 

   目標の設定 
（何のために） 
全体プロセス決定

（アンケート調査、

意見交換） 
アンケート調査

の内容（項目）、

様式の検討 アンケート結果 
分析 

アンケート回収 
集計、まとめ 
アンケート調査実

施（役員から組長

へ説明、配付） 区内住民への報告

（総会で概要を 
報告） 

役員、活動者によ

る意見交換（アン

ケート結果、地域

福祉カルテ活用） 
活動への反映 
地域福祉カルテ

の更新 ※次年度 
実施予定 
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４.地域福祉カルテの活用と地域福祉活動 

 

 

１ 市民が地域福祉カルテを活用する意義 

 

地域福祉カルテは、病院で使われているカルテのように「地域の現状を示す」情報を

整理したものです。医療機関のカルテは、普通は患者や家族が活用することはなく、医

師や看護師など関係者だけが活用しています。 

では、なぜ地域福祉カルテは、市民が活用することが重要なのでしょうか？ 

地域福祉カルテに整理し掲載した情報は、その地域の何が生活課題と地域課題で、そ

の課題にどう対応していくのか、話し合うきっかけとすることをねらいとしています。 

その話し合いに市民が参加する意義は… 

①参加した市民がこれらの課題について深く知ることができる 

②実際にその地域で暮らす市民の立場だからこそ分かる 

③具体的で実感のある課題認識を話し合いに活かすことができる 

ことなどがあります。 

普段暮らしているなかではなかなか分からない課題を深く知ることと、普段暮らして

いるからこそ分かる主観的な考えを活かすことは、当事者である市民以外に担うことが

できないことなのです。 

 

２ 地域の現状や生活課題を把握するアンケート調査 

 

市民が生活課題や今後の地域をどう考えているか知るために、地域自治組織などが地域

内対象のアンケート調査を行うことがあります。調査の内容は、自分たちで考える方法も

あれば、一般的な調査票の資料を用いて作成することもあります。以前に実施したことが

ある調査を再び行うのであれば、前回行った調査項目に合わせた項目設定をすることで、

その間の変化を知ることができます。 

また、調査票の作成、配付、回収、集計などの作業を多くの市民がかかわって行うこと

で、より多くの市民に関心を持ってもらうことができます。 

ただし、実施にあたり注意点もあります。 

アンケート調査の集計には、多くの労力と手間がかかるため、その人的・財政的負担が

可能なのか十分な検討を経て行うことが必要です。また、調査票の記入方法がわかりにく

いと誤回答が多くなり、十分な調査結果が得られない場合があります。調査の方法につい

ては、行政機関や専門職等の助言を受けて行うことも方法のひとつです。 
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３ 市民が地域福祉カルテを活用する場 

 

市民が地域福祉カルテを使って地域の現状や課題について考え話し合う場は、さまざ

まな場面が考えられます。 

 

① 地域自治組織の役員会など 

⇒ 地域自治組織の役員会などで、多くの役員が地域の生活課題と地域課題の現状に

気付くことを目的として話し合う方法です。問題意識の醸成のための機会にもなり

ます。 

 

② ボランティアの集まりの場 

  ⇒ ボランティアが参加する会議や研修会のなかで、地域の生活課題と地域課題につ

いて知ってもらう目的で話し合う方法です。参加者がボランティア活動者なので、

もともとこうした課題に関心がある人たちが多く、解決に向けた活動に比較的早く

つながる場合も考えられます。 

 

③ 地域自治組織や地区社協などで事業計画や中期活動計画を検討する場 

  ⇒ 市民主体の地域福祉活動に関する事業を検討する場合、それが地域の課題に対応

しているか検証と分析を行う方法です。具体的な活動に最も近い場での検討といえ

ます。 
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５.【事例】専門職等による地域アセスメント 

 

１ 専門職等による地域アセスメント 

 

廿日市市では、地域と日常的にかかわりを持ち、市民主体の地域福祉活動を支援する

行政職員・社会福祉協議会職員（以下「職員」といいます。）などが、地区とのかかわり

を通じて把握している日々の「事実」や「気づき」など、支援の記録を継続して行い、

地域の現状を診断する素材の把握と地域福祉カルテへの整理について、３つの地区で試

行的に実施しています。 

 

【モデル事業の実施状況】※記録シートは次ページを参照 

実施地区 

浅原地区 

（佐伯地域） 

平良地区 

（廿日市地域） 

原地区 

（廿日市地域） 

参加した職員 地域支援員 市民センター職員 

社会福祉協議会 

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

実施内容 

○ 日常業務のなかで市民、地域自治組織、ボランティアグルー

プ、民生委員など地域福祉活動にかかわる市民との対話や行った

支援の内容を記録することを継続した。 

○ ３つの地区の職員が集まる連絡会議を概ね月 1回開催し、記録

シートの点検や改善の検討を行った。 

 

２ モデル事業の効果 

 

市民主体の地域福祉活動を支援する職員は、担当地区内のさまざまな「地域」や、民

生委員、地域自治組織の役員などさまざまな「市民」に対し、日常的に情報提供や相談

対応などの支援を行っています。これらの支援を通じて把握された地域や市民の現状

は、記録することにより、後で総括して整理することができ、地域福祉カルテの内容に

反映することができるようになりました。 

また、職員が行っている地域福祉活動の支援がどのように蓄積されているのか（例え

ば、1 ヶ月前に相談された事業の企画について、今どう進んでいるのか、など）が、記

録として目に見えるようになりました。これらは、職員が行った支援を「見える化」す

る方法としてわかりやすいものです。 

 

３ 今後、期待される展開 

 

今後は、市民主体の地域福祉活動を支援する職員が支援の記録を継続し、地域の現状

が「見える化」されることで、より課題に合わせた一貫した支援や予防的な事業につな

がることが期待されます。また、職員による支援の有効性や改善点など、専門的な支援

の評価もこの記録を通じて行うことも期待できるでしょう。 
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【モデル事業で活用した記録シート】 
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６.地域福祉活動と専門職等との連携 

 

１ 市民主体の地域福祉活動を支援する専門職等の役割 

 

私たちが市役所や社会福祉施設、病院などで出会う社会福祉援助の専門職の多くは、

個人を援助する人たちです。 

一方、地域全体の課題解決を対象に支援を行う専門職等は、どこにいるのでしょう

か？  

 

廿日市市では、市民センターや支所がその答えの一つです。これらの部署は、その地

区や地域に住む市民にとって、最も身近な相談場所としても市民に認識されています。 

また、社会福祉協議会や地域包括支援センターには、コミュニティワーカーやコミュ

ニティソーシャルワーカーと呼ばれている専門職等がいます。この専門職等は、地域の

生活課題の解決に向けて、課題解決に取り組む市民の育成や地域福祉活動支援のほか、

地域福祉活動を行う人たちをつなげたり、その仕組みをつくる役割を担ったり（コミュ

ニティワーカー）、また複雑で困難な生活課題を抱えた個人の援助を行う人たちが連携し

て解決を目指すために、援助を行う人たちをつなぎ、取りまとめる役割を担ったり（コ

ミュニティソーシャルワーカー）しています。 

これらの専門職等とは、地域自治組織やボランティア団体で地域福祉活動を行ってい

る人たちであれば、地域で行われる会議や研修会でかかわることがあり、また、その他

にも地域の活動を行ううえで、アドバイスが必要な時に相談したことがある人もいるか

もしれません。 

 

 

２ 専門職等による支援と「地域福祉カルテ」 

 

  このような地域福祉活動を支援する専門職等は、地域の現状や課題について十分に把

握しておくことが必要であるため、地域福祉カルテは不可欠の存在といえます。 

また、地域福祉カルテにある情報は、専門職等が単独で入手したものではなく、活動

する市民や他の専門職等から得た情報も整理されています。 

このことから、地域福祉カルテは、地域福祉活動に取り組む市民も含め、支援にかか

わるすべての人たちが活用できるものであり、これを管理する者は、地域福祉活動を支

援する専門職等であると言えます。 
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３ 地域福祉活動を支援する専門職等による「地域福祉カルテ」の活用 

 

地域福祉活動を支援する専門職等は、地域福祉カルテを活用して、その地域にとって

「どのような支援」が「どのような方法」で提供されることが必要なのかなどについ

て、専門的な知識と技術により分析し対応しています。この支援方針は、専門職等が一

人で検討する場合や、同じ地域福祉活動を支援する専門職等同士（担当する地域は異な

っていても）で検討する場合もあります。 

地域福祉活動を行う人たちは、このような役割の専門職等に対して、地域福祉カルテ

を一緒に活用し、自分たちが難しく感じていることへのアドバイスを受け、自分たちの

生活課題や地域課題を解決するための方策として、他の先進的な地域で行われている実

践事例はないのか教えてもらうなど、大いに活用することが必要です。 

 

 

４ 「地域福祉カルテ」を活用した市民と専門職等の連携 

 

さらに、地域福祉カルテは、介護保険制度により位置づけられた「地域づくり」の場

で生活課題や地域課題の顕在化から制度化まで見据えた取り組みの場面で活用されま

す。 

 

具体的には… 

介護保険制度に位置付けられ、地域包括支援センターが主催する「地域ケア会議」や

介護保険制度の総合事業において位置付けられている「生活支援協議体」がそのひとつ

です。これらは、いずれも小地域（日常生活圏域として市が決めたエリア）のなかで、

その地域に存在する福祉ニーズがどのような現状にあり、どのような特徴を持ったもの

であるかを明らかにし、その地域の福祉ニーズの充足のためにはどの主体がどのような

活動を展開することが必要なのか、さらにどのような人たちがこの課題を解決するため

に一緒に取り組むことが必要なのかについて協議する場として設定されることになって

います。 

これらの場で、市民自身が専門職等とともに議論し地域福祉実践の方針を検討するこ

とが重要です。 
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７. これからの地域福祉活動と地域福祉カルテ 

 

１ 「廿日市市地域福祉計画」が期待する地域福祉活動 

 

  2015 年度に策定された「第 2期廿日市市地域福祉計画」（計画期間：2016～2020 年

度）では、基本目標や行動目標のなかで廿日市市の地域福祉を推進するために市民主体

の地域福祉活動に期待する内容として、以下の点があげられています。 

 

① 地域福祉に関わる活動人材の拡大（基本目標１） 

地域自治組織やボランティアグループで地域福祉活動に取り組む人材の不足が課題

といわれるなか、地域への愛着があり地域福祉活動への意欲がある市民をいかに実際

の活動につなげるかが重要となります。 

 

② 地域福祉に参加する住民の裾野の広がり（基本目標１） 

学生のボランティア活動への関心の高まりが見られる一方で、実際には若い世代の

地域福祉活動への参加意欲が乏しいなか、参加のきっかけとなる最初の一歩の活動づ

くりや、必要に応じて参加できる機会をつくる工夫が求められています。 

 

③ 地域課題にあった地域福祉活動の目標やビジョンづくり（基本目標２） 

地域の生活環境が急速に変化するなか、地域の課題も急速に変化しています。限ら

れた地域の活動人材・財源で、地域の課題の変化に対応した地域福祉活動のメニュー

や内容を見直し、これにあった目標やビジョンを検討することが必要です。 

 

④ 地域課題の情報の共有（基本目標３） 

介護や福祉の相談機関や地域福祉活動においても、個々の生活課題の相談から得ら

れる課題を地域全体の課題として捉えなおすことができていません。このような個々

の相談内容から課題を整理し、共有することにより、複数の支援者が連携して課題に

対応でき、予防策も検討できます。 

 

⑤ 地域課題の「見える化」（基本目標４） 

複合的な福祉課題を抱えていても、そこにかかわる人たちの間で情報共有ができず

にサービスや支援制度につながらないことを解消するため、要支援者のプライバシー

に配慮しながら地域課題の情報の顕在化と共有を図ることが必要です。 
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２ 地域福祉活動を活かすために「地域福祉カルテ」の活用に必要なこと 

 

  これらの「廿日市市地域福祉計画」で期待されている地域福祉活動を行うために、地

域福祉カルテの活用によってできることは、次のとおりです。 

 

 

① 市民の地域課題への気づきをうながす機会づくり 

地域福祉活動の人材を豊かにするためには、より多くの市民が地域の課題を自ら感

じ、気づいて、自発的に地域福祉活動に参加しようとする場づくりが必要です。その

際に地域課題を考える材料として、地域福祉カルテの情報をきっかけにすることがで

きます。 

 

② 地域の課題対応の方針の検討 

地域自治組織等の事業計画を策定する場や、複数の地域自治組織等が連携した活動

を検討する際などに、地域福祉活動を行う人たちが課題の全体像を把握し、対応の優

先順位などの方針を検討する場合、その地域の生活課題や地域課題の全体像を示した

地域福祉カルテは不可欠です。 

 

③ 専門職等との課題共有と課題対応 

市民の個々の生活相談を受けている専門職等が、個別の生活課題と地域課題とのか

かわりを検討する際に、地域アセスメントを中心とした地域福祉カルテの内容が重要

な素材となります。その際に、市民も課題解決を担う支援者の一員として専門職等と

連携してその検討に参加することが必要です。 

 

 

３ 地域福祉活動の活性化と地域福祉カルテの活用 

 

  従来の地域のような必然的に地域にかかわらざるを得ない環境から、現代のような市

民の関心に基づく地域福祉活動へのかかわりが主流となりつつある今、市民の自発的意

思による活動の活性化はますます重要となってきました。 

多くの市民が地域福祉活動にかかわる可能性を秘めていると考えた時、その活動が開

花するのは、地域の課題の「気づき⇒学び⇒活動」の展開です。 

こうした展開の各場面で活用できるのが、地域の現状や課題を整理し示した地域福祉

カルテです。市民が地域福祉カルテを有効に活用し、豊かな地域福祉活動により、全て

の市民が暮らしやすい地域を実現していくことを目指します。 



資料編  
【地域福祉カルテ】 

Ｐ１０「５．【事例】専門職等による地域アセスメント」からモデル地区である平良地区の

地域福祉カルテを一部抜粋しました。                                  



                      



【大野第１０区アンケート調査】 

Ｐ６「３．【事例】市民主体によるアンケート調査」から、大野第１０区が実施したアンケ

ート調査の一部を抜粋しました。                                     
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