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地域福祉の推進に向けた令和２年度の取組報告及び令和３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

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の創出

について、多様な主体と連携した展開を試みた。

なお、いずれの取組においても、新型コロナウイルス感染症感染予防に配慮しな

がらの取組となった。

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

（１）地域福祉推進会議（庁内会議）の開催【再開】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

３－４－ア

重点目標１

○ 地域の現状や暮らしの課題を共有する情報提供と

併せて、各所属が所管する分野を超えて、お互いの

取組について理解を深め、必要に応じて柔軟に連携

できるよう、庁内の関係課及び市社協が分野を超え

て出会い、実践につながる場として地域福祉推進会

議（庁内会議）を継続して開催した。

○ 議論の内容は、「第３期地域福祉計画」（以下「第

３期計画」という。）の策定にも反映している。

【開催日】

プレ会議 ８月１８日（火）

・地域福祉の趣旨や取組状況の共有

・地域福祉とのかかわりを見出す

第１回 ９月２４日（木）

・アンケート調査に見る地域生活課題を共有する

・本質的な地域生活課題を探る

第２回 １１月１０日（火）

・問題の深掘りと地域生活課題の設定

第３回 １２月２１日（月）別紙１

・連携が必要な取組の検討

（２）「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」の地図掲載部分について、「地

図情報システム」（ＷｅｂＧＩＳ）内への仮導入が完

資料１ 地域福祉計画推進委員会

令和３年３月１９日
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【令和３年度に向けて】

● 「第３期計画」の策定をきっかけに、庁内の各関係所属や市社協が分野を超えて、

具体の動きにつながる場を定期的に持つことができ、地域福祉の推進が、どの部署

においても関連があることとして共有できた。

了。現在、情報を活用する関係課（福祉総務課、高齢

介護課、健康推進課、地域政策課）の試行を行い、使

いやすい内容となるよう、表示方法や活用に関する

意見聴取を行い、システムへ反映した。

（３）冊子「地域福祉活動×個人情報保護」の周知及び活

用【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□

４－７－ア

４－８－ア

○ 冊子「地域福祉活動×個人情報保護」について、

あいプラザ、支所、市民センター等へ配付・設置し、

周知啓発を行った。

○ 冊子「地域福祉活動×個人情報保護」を活用し、

個人情報について正しく、活動を進めるうえで大切

なテーマとして理解するための市民センターと連携

した主催事業を企画。市民センターだよりや市 HP等

で告知を行ったが、参加申込者がなかったため、延

期とした。

（４）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制構築

【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□

４－９－ア、イ

○ 令和３年度からスタートする重層的支援体制整備

事業、令和４年度の相談支援拠点整備を見据え、行

政、既存の相談支援機関が真に機能し、断らない相

談支援を実現するための仕組みづくりの検討に着手

した。

【開催日】

第１回 １月２９日（金）

・取組事例紹介（高知市）

・各所属、既存の相談支援機関における現状の共有

第２回 ３月２２日（月）

・廿日市市における相談支援体制（重層的支援体制

整備事業に係る相談支援、多機関協働事業）の検討
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● 「地域福祉カルテ」について、ＷｅｂＧＩＳへの情報の搭載は完了したが、シス

テムそのものの改修と重なったこともあり、活用に向けた具体的な流れをつくるこ

とができなかった。

高知市では「地域別共生カルテ」の作成を検討されており、このプロセスを参考

に、「第３期計画」推進の取組として、再整理を行いたい。別紙２

● 包括的な支援体制構築に向けた本市の体制イメージ図を検討中であり、関係所属、

関係機関と共有した形を基礎に、具体的な相談支援のフローを作成したい。

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本格的に進めた。

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

（１）制度の「見える化」【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□

４－７－ア

４－８－ア

○ 危機管理課、地域政策課、消防本部、福祉総務課

の４課が集まり、各所属が令和２年度実施した取組

や令和３年度の予定などについて共有し、連携して

実施できる事業の検討を行った。

○ 避難行動要支援者名簿の提供に係る協定が締結で

きていない佐伯地域において、玖島地区コミュニテ

ィ推進協議会の役員と避難支援活動の進め方につい

て協議を始めた。

○ 令和３年１月に開催予定としていた、佐伯地域に

おける地域自治組織、消防団などとの連携会議は、

コロナウイルス感染症拡大のため、令和３年度に延

期とした。

（２）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）【継続】

【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。

○ これまで土砂災害特別警戒区域に居住する障がい

者を戸別訪問するなど避難行動要支援者に対する取

組を重点的に実施した。

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

（１）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

○ 地域福祉推進に向けたアンケート調査や、地域福

祉インタビューなどの情報を、協議体設立に向けた

基礎資料として市社協や関係各課と共有した。

○ 協議体を含め、地域にかかわる業務を所管する関

係部署等が、連携して地域に対する効果的なアプロ

ーチや支援を行うため、地域情報を共有するととも

に、各部署が抱える課題の解決に向け、議論、検討

を行うための「業務連携会議」を２か月に１回開催

し、各部署の取組や地域の様子などの共有に努めた。

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

（１）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○ 専門部会（協働プロジェクト部会）としては開催

しなかった。

○ 住宅政策部門の取りまとめにより、福祉部門が連

携して「住まい」に係る課題に対する検討を始めて

おり、具体的な支援の仕組みづくりに着手した。



- 5 -

【令和３年度に向けて】

● 避難行動要支援者の避難支援については、災害への備えとして重要であることか

ら、「第２期計画」の協働プロジェクトに位置付けていたが、地域における支援体制

づくりの促進に関する効果的な策を示すことができなかった。

「第３期計画」では、引き続き、横断的な連携が必要となる「重点取組」として

位置付け、各地域に提供する土砂災害警戒区域に居住する避難行動要支援者をプロ

ットした地図を活用し、想定する災害と支援の対象者とを明確にしたうえで、具体

的な避難支援の形をつくる。

● 具体的には、令和３年６月までに開催予定としている「自主防災組織、消防、支

部連携会議（仮称）」において、当該地図を各地区の避難支援団体に配付し、地域で

の避難支援活動の進め方を実践に落とし込んでいくものである。

● 協議体設置に向けては、市社協の生活支援コーディネーターを中心として、地域

での身近な支え合いづくりを進めるための情報共有は意識して行ってきたところ

であるが、取組が進みつつあるのは一部の地域にとどまった。今後の体制整備に向

（２）関係機関による生活困窮者支援ネットワーク構築

【新規】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□

４－９－ア、イ

重点目標１

○ はつかいち生活支援センターを中心に、市社協が

実施しているさまざまな事業で関わっている生活困

窮者支援に関する相談支援機関の洗い出しが行われ

た。

○ 今年度はネットワークの立ち上げは行わず、これ

までに連携してきた相談支援機関とのつながりを生

かしながら、包括的な支援体制の構築のなかで、効

果的に機能する形で組織することとした。

（３）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○ 「第３期地域福祉計画」策定に係る地域福祉イン

タビューを実施し、その中から地域福祉の推進に貢

献している企業、事業所について市ホームページに

４事業所の取組を掲載し、広く貢献の事例を紹介し

た。別紙３

○ 認証の仕組みの検討については、未着手。
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けては、高齢者のみならず、さまざまな対象者の支援を視野に入れ、それぞれの地

域の状況を見極め、地域に合わせたアプローチができるよう、横の連携を一層強化

する。

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、「第３期計画」に向けた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。

主な内容 基本目標・行動目標等との関連

（１）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【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１－１－ア

１－２－ア

２－３－ア

３－６－ア

○ 「暮らしのことゼミナール」をオンラインで開催。

○ ゼミ参加者が考える「暮らしをちょっとよくする

小さな実践」については、参加者の暮らしを取り巻

く身近な課題を取り上げ、１１のプロジェクトをレ

ポートにまとめた。別紙４

○ ３月１３日（土）に「まちづくり×ふくしミーテ

ィング」を収録形式で開催。動画を地域福祉活動者

への普及啓発に生かす。

（２）福祉保健部内研修の実施【継続】

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□

重点目標１

○ 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実施した。

【内容】

基礎研修 ８月３日（月）開催

事務処理マニュアル研修① １０月２３日（金）

事務処理マニュアル研修② １月１５日（金）

○ 新規採用職員や異動してきた職員を中心に、福祉

保健部各所属の所管する業務内容について学んだ。

○ 令和４年度の相談支援拠点整備に関連した、福祉
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【令和３年度に向けて】

● オンラインの活用など、これまでになかった実施手法による事業の効果もあり、

暮らしの質の向上に係る新たな世代の参加が見られ、今後の取組に向けたヒントが

得られた。

地域福祉活動の担い手についてターゲットを明確にし、発掘、育成について、実

践の場をつくりながら継続して取り組んでいく。

● 「暮らしのことゼミナール」の中では、地域課題の解決といった大きなテーマで

はなく、誰もが共感する暮らしの中での身近な出来事やかかわりを題材とした、小

さな実践が多数行われた。こうした事例を今後も積み重ねていくことで、地域福祉

推進のかかわりへの裾野が広がっていく手応えを感じている。

● 社会福祉法では、地域福祉の推進は、国、地方公共団体の責務として規定されて

おり、市職員の学びと実践は欠かせない。（法第６条）

特に、直接市民と関わる福祉保健部の職員が、包括的な支援体制の構築に向け目

指す姿を共有し、地域の現状を踏まえた質の高いサービスを提供でき、一体的に地

域福祉施策を推進していくことができるよう、引き続き、部内研修を活用して職員

のレベルアップを図る。

保健部の山崎本社みんなのあいプラザへの移転に向

けて、事務の整理や事務処理の効率化のきっかけと

して事務処理マニュアルの作成に取り組み、マニュ

アルの作成率が上昇した。別紙５

（３）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○ 未実施。「地域福祉カルテ」をより効果的に活用す

ることができるよう、再整理を行うこととして、そ

の運用と併せてデータを整理、分析、活用でき、広

くアンテナを張ることが得意な職員の育成に向けた

研修の実施を検討する。


