
61

（１）廿日市市の地域福祉・地域づくりに関するアンケート調査
①　概要
ア　調査の目的

廿日市市の地域福祉推進に関する現状を把握し、５年後、１０年後の廿日市市の地域福
祉推進に役立てる。

イ　調査対象・配布数・回収数

ウ　調査方法

配布は郵送で行い、回収は郵送、ＦＡＸ、メール、インターネットで行った。
※民生委員児童委員については理事会で配布

エ　調査期間

令和２（２０２０）年８月４日～８月２１日
※民生委員児童委員については令和２（２０２０）年８月２８日～９月４日

調査対象 配布数（件） 回収数（件） 回収率（％）

社会福祉法人 １５ １０ ６６．７

医療法人 ４０ １２ ３０．０

ＮＰＯ法人 ３８ ９ ２３．７

地域自治組織 ２８ ２３ ８２．１

民生委員・児童委員 ２４ １３ ５４．２

ＰＴＡ ２８ １２ ４２．９

通いの場 ３４ ６ １７．６

計 ２０７ ８５ ４１．１
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②　結果
ア　活動内容

イ　廿日市市の地域福祉の現状について

（ｱ）　満足度

（ｲ）　重要度
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ウ　活動による変化・与える影響について

（ｱ）　自分たち（担い手・スタッフ）の変化

（ｲ）　対象者（参加者・利用者）の変化

エ　他団体・組織との連携について
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（２）地域福祉インタビュー調査
①　調査の目的
｢廿日市市の地域福祉・地域づくりに関するアンケート調査」の回答者のうち、地域福祉
推進に資する取組や、他団体と連携した取組を行っている団体に対し、具体的な取組内容
や、地域福祉に対する思いを把握する。

②　実施日・対象団体

（令和２年度）

実施日 対象団体

１１月　２日 宮園地区自治会連合会

１１月　２日 廿日市市民生委員児童委員協議会

１１月　４日 特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

１１月　４日 社会福祉法人友和の里

１１月　６日 大野中学校ＰＴＡ

１１月　９日 吉和診療所

１１月１０日 陽だまりの会

１１月１１日 医療法人社団大野浦病院

１１月１２日 医療法人みやうち　廿日市野村病院

１１月１９日 こども食堂ＴＯＭＯ

１１月２０日 医療法人社団友和会・株式会社Ｈ．Ｍ．Ｃ．光風舎
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（３）委員会、会議等による議論の経過

実施日 内　容

令和２年８月１８日

推進会議（プレ回）
・相互理解を深める
・地域福祉の趣旨や取組状況を共有する
・地域福祉とのかかわりを見出す

令和２年８月２１日
第１回推進委員会
・地域福祉の推進に向けた令和２年度の取組について
・「第３期地域福祉計画」の策定について

令和２年９月２４日

第１回推進会議
・既存アンケート結果に見る地域生活課題を共有する
・本質的な地域生活課題（あるいはその背景にある隠れた問題点）
を探る

令和２年１１月１０日
第２回推進会議
・問題点の深掘りと地域生活課題の設定
・現状、問題点、課題を踏まえ、私たちにできることを検討する

令和２年１１月２５日

第２回推進委員会
・「第２期地域福祉計画」に基づく市の取組に係る進捗状況（中間
報告）

・「第３期地域福祉計画」の策定状況

令和２年１２月２１日

第３回推進会議
・計画骨子の確認（これまでの意見がどう反映されるのか）
・市や社協で取り組むべきこと、その他の主体に期待する役割、実
践プロセスの検討

・これまでの会議を踏まえ、「地域福祉」を自分たちなりに再定義
する

令和３年
２月１７日～３月４日

推進委員会委員ヒアリング
・「第３期地域福祉計画」素案についての意見、気づきの確認
・日ごろの活動や感じている課題、実践者としての思いの確認

令和３年３月１９日

第３回推進委員会
・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３期地域福祉計画（素案）」について

令和３年５月２４日

第１回地域共生専門部会
・「第３期地域福祉計画」最終案について
・「第３期地域福祉計画」に基づく地域福祉の推進に向けた令和３
年度の取組について
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（４）ニュースレター
①　推進委員会
ア　第１回
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イ　第２回
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ウ　第３回
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②　推進会議
ア　プレ回
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イ　第１回
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ウ　第２回
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エ　第３回
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設置

第１条 この要綱は、廿日市市地域福祉計画 以下｢計画｣という。）を推進

するため、廿日市市地域福祉計画推進委員会（以下｢委員会｣という。）の

設置に必要な事項を定める。

所掌事項

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

計画の進捗状況の把握及び推進のための方策の検討に関すること。

計画の見直しに関すること。

その他計画の策定及び推進に必要な事項に関すること。

組織

第３条 委員会は、１５名以内の委員をもって構成する。

２ 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

学識経験者

福祉関係者

地域住民代表者

行政関係者

その他市長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は３年以内とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は委員の互選による。

３ 委員長は委員会を代表し、これを主宰する。

４ 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を

代理する。

会議

第６条 委員会は、委員長が招集する。

庶務

第７条 委員会に関する庶務は、福祉保健部福祉総務課で行う。

その他

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委

員長が、委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成２２年３月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
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（五十音順、敬称略）

氏　名 所　属　等 備　考

梅本　登志子 廿日市市社会福祉協議会

河口　幸貴 河口社会福祉士事務所

川本　義弘 社会福祉法人くさのみ福祉会

高見　重喜 廿日市市民生委員児童委員協議会

田丸　克巳 廿日市地区まちづくり協議会

手島　　洋 県立広島大学 副委員長

丹羽　　聡 社会福祉法人光の園

林　　正史 廿日市市国際交流協会

藤原　みどり 丸石こどもの家

船倉　麗奈 廿日市市障がい福祉センターきらりあ

益本　住夫 特定非営利活動法人ほっと吉和 委員長

森川　みか 特定非営利活動法人廿日市市五師士会

安葉　貴之 廿日市商工会議所

所　属　等

福祉保健部 福祉総務課、生活福祉課、障害福祉課、こども課
子育て応援室、高齢介護課、健康推進課

経営企画部 経営政策課

自治振興部 地域政策課、協働推進課

環境産業部 産業振興課

建設部 都市計画課、住宅政策課

教育部 学校教育課

廿日市市社会福祉協議会 地域福祉課

会議運営支援 公益財団法人　中国地域創造研究センター
特定非営利活動法人ひろしまジン大学
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 べての人の生活の基盤としての地域

 べての社会・経済活動の基盤としての地域

 通産業農林 環境

 べての社会・経済活動の基盤としての地域

 え・ えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主
体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～
◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

地域共生社会とは

2

27

重層的支援体制整備事業について（イメージ）

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例に
ついては多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により 人との関

係性の構築に向けて支援をする。
○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、 人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。

○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として 人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

じえん

若年者
支援

教育

保健・医療

就労支援

消費者相談

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い

コミュニティ
（サークル活動等）（サークル活動等）（サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な
場づくり

多分野協働の
プラットフォーム

農業

観光

まちづくり

環境

居住支援

地域住民

居場所

地方創生

多文化
共生

相談支援機関B

相談支援機関C

相談支援機関A

重層的支援体制整備事業（全体）

世代や属性を超えた相談を
受け止め、必要な機関につ
なぐ

包括的相談支援事業

継続的な伴走によ
る支援

アウトリーチ等を通じ
た継続的支援事業

つながりや参加の支援。
狭間のニーズにも対応
する参加支援を強化

参加支援事業

地域づくりをコーディ
ネート

地域づくり事業

中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ

多機関協働事業新

新

新

重層的支援会議

調整
調整

（２）重層的支援体制整備事業について（イメージ）

（１）地域共生社会とは
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