




超高齢社会や人口減少社会の進行など、社会構造が
変化する中、本市においても、社会的な孤立、経済的な
困窮などを背景とした問題など、従来の制度や支援だけ
では対応することが困難なケースが増加しつつあり、市
民の暮らし方や健康維持などにおいて、新たな地域生活
課題も顕在化しています。

また、人間関係の希薄化が課題とされて久しく、これ
に新型コロナウイルス感染症の広がりが拍車をかけていま
す。

平成２８（２０１６）年３月に策定した「第２期廿日市市地域福祉計画」の趣旨を継承し、「生
きづらさ」を抱えた人々を、多様な主体のつながりによって支えていく取組を一層推進するため
には、住み慣れた地域で暮らし続けることができる仕組みづくりや、地域福祉活動に取り組む
担い手づくり、さらには、いつまでも社会とかかわりを持ちながら生きがいを感じることができる
環境づくりが今後求められます。

その方向性を示すため、この度「第３期廿日市市地域福祉計画」を策定し、「誰もが　つ
ながり合い　一人ひとりが　幸せを感じながら暮らせる　多様な選択ができるまち」を基本理
念に掲げました。

市民一人ひとりが感じる「幸せ」は多様化し、余暇の過ごし方、仕事の持つ意味、理想と
する高齢期の暮らしなど、その価値観は一様ではありません。本計画は、市民がこうしたお互
いの違いを認め合いながらつながるという、これからの時代に向けた新たな挑戦といえます。

市民の皆さま方におかれましては、本計画へのご理解とご協力に加えまして、地域福祉推進
の「担い手」の一員として市とともに連携して取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

最後に、本計画の策定に当たり、ご尽力いただきました廿日市市地域福祉計画推進委員会
委員の皆さま方をはじめ、アンケート調査やインタビュー調査において、貴重なご意見やご提言
をいただきました関係主体、関係機関の皆さま方に心より感謝申し上げます。

令和３（２０２１）年６月

       廿日市市長
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高齢化や単身世帯、共働き世帯の増加により、介護や子育てへの支援がこれまで以上に
必要となる一方、核家族化、ひとり親世帯の増加、地域とのつながりの希薄化など社会的
孤立の影響により、家庭や地域の力が低下している現実があります。

さらに、介護、障がい、子育て、生活困窮などの課題が絡み合い、個人や世帯で複数分
野の課題を抱えるなど、人々の暮らしにおける課題は複雑化、複合化し、縦割りの制度で
は対応が難しいケースが浮き彫りになっています。

このような中、国は平成２９（２０１７）年２月、「地域共生社会の実現」を目指した改
革を行っていく方針を掲げ、社会福祉法を改正しました。

地域共生社会とは、高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者など、対象者ごとの縦割り
から脱却し、分野を超えた横断的な支援体制を構築するとともに、地域住民や地域の多様
な主体が、「受け手」「支え手」といった関係を固定化させることなく、すべての人々がつ
ながり、我が事として支え合いを推進する機運を醸成する社会です。

さらに、令和２（２０２０）年６月の社会福祉法改正により、地域福祉の推進が、国、
地方自治体の責務とされ（法第６条）、包括的な支援体制を構築することを目的に、重層的
なセーフティネット※1 を強化するための新たな事業が位置付けられました。（法第１０６
条の４）

複雑で複合化した課題に対応でき、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けていくために、「地
域共生社会の実現」は必須です。

※1 セーフティネット
 あらかじめ想定される問題に備え、被害の回避や最小限化を図る目的で準備される制度やしくみ
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新型コロナウイルス感染症※2 の拡大により、私たちの暮らしは大きく変わり、密集、密接、
密閉を避け、ソーシャル・ディスタンス※3 を確保するなど、行動制限が求められるように
なりました。

また、飛沫感染や接触感染、さらには、近距離の会話などへの対策を、これまで以上に
日常生活に取り入れた「新しい生活様式」の普及と定着も求められています。

これまでの地域福祉の推進においては、対面を前提とした「顔の見える関係を築いてい
くことが大切」としてきたにもかかわらず、今では、どのように人と人との関係を保って
いけばよいか、迷っている人も多くみられます。

内閣府が令和２（２０２０）年５月２５日から６月５日にかけて実施した「新型コロナ
ウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によると、家族の
重要性に関する意識については、全体の約半数が「変化した」と感じているようです。

※2 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
 人や動物の間で広く感染症を引き起こす「コロナウイルス」として２０２０年に新たに見つかった感染症。深刻な呼吸器疾患を

引き起こすことがある。

※3 ソーシャル・ディスタンス
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、「対人距離の確保」を呼びかける意味で定着した言葉。一方、世界の一部の地

域において差別的に使用された経過があり、ＷＨＯ世界保健機関では「身体的、物理的距離の確保」を意味する「フィジカル・ディ
スタンス」に言い換えるよう推奨している。
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さらに、子育て世帯の約７０％は家族と過ごす時間が増え、その内の約８０％は今後も
家族と過ごす時間を保ちたいと考えている、との結果になっています。

一方で、Ｚｏｏｍ※4 などオンラインでのコミュニケーションツールの普及などにより、
柔軟で多様な働き方が急速に広まりました。大企業を中心とした就業者の約３分の１がテ
レワークを経験しています。オンラインの価値は福祉分野や教育分野でも見直されており、
不登校やひきこもりなど一人ひとりの状況に合わせた対応ができるという点でも、可能性
が認識され始めています。

コロナ禍における行動や価値観の違いは「コロナ観」と呼ばれ、これまで表面化してい
なかった個人の価値観の違いを表出させ、多様化を加速させるものでした。

感染者に対する心ない差別や偏見から情報公開のあり方についても問題となるなど、あ
らゆる面でこれまでの常識からの意識変革が必要となっています。

これらのことから、オンラインでのコミュニケーションツールの活用なども含め、いか
に社会的なつながりを保ちながら地域福祉を推進していくか、状況に応じて模索していく
ことが求められています。

※4 Ｚｏｏｍ
 インターネットを利用して、遠隔でも講演や会議ができるように開発されたサービス。パソコンやスマートフォン、タブレット

などを使用して、複数人でのビデオ通話が可能である。



4

（１）求められる多様な地域とのかかわり方
地縁、血縁などの共同体（つながり）の機能が脆弱化している中、担い手確保に対する
課題は、さまざまな分野で共通していますが、未だ解決の糸口が見出しにくい状況にあり
ます。

「令和２年度まちづくり市民アンケート調査」の結果では、自分の住む地域の将来を考え
たり、地域の課題を解決したりするための取組に「参加したい」との回答は２０．０％、「協
力したい」との回答は５７．６％と、半数以上の市民が社会参加を望み自身の役割を発揮し
たいと前向きな姿勢であることが分かります。

しかし、世代によっては、仕事や家庭を優先する必要があり地域とのかかわりを持つこ
とが難しい、あるいは、価値観の多様化により現行の地域福祉活動に対する共感が持てな
いなどの現実もあります。

また、行政職員の地域福祉活動への参加は、仕事以外で地域にかかわることへの意義が
共有できていないことから、個人の価値観に委ねられている状況です。

平成２８（２０１６）年４月からスタートした「第２期地域福祉計画」（以下「第２期計
画」といいます。）においては、「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」を基本理念に、行政や課題解決に取り組む多様な主体を主な対象として、５
つの基本目標、１１の行動目標を掲げ、地域福祉の推進に取り組んできました。

本章では、第２期計画における基本目標からみた、廿日市市の地域福祉の推進に係る現
状を振り返ります。
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（２）不確定な地域福祉活動の後継者
第２期計画では、これまでに活動していなかった人や、地域とのかかわりが少なかった
人に対して、興味や関心ごとに合わせた多様な入り口をつくることや、ゆるやかな参加の
仕組みづくりに取り組んできました。

令和２年４月に実施した「廿日市市協働によるまちづくりに関する調査」では、今後の
組織や活動を「後継人材へ継承したい」という意見が最も多いものの、後継者については
「候補者はいるが不確定」が３４．９％、「後継者を探している」が２８．３％という結果に
なり、半数以上の団体が今後の活動を担う人材を確定できていない状況にあることが分か
ります。
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（１）組織の世代交代や事業の見直し
第２期計画では、市内２８地区の地域自治組織がある「地区」や、平成の合併前の市町
村の区域である「地域」を地域福祉活動の圏域として設定しました。

本市で進めている地域包括ケアシステム※5 構築は、この「地区」、「地域」におけるこれ
までの地域づくりの営みを大切にしながら、それぞれの強みを生かして進めていくことと
していますが、地域自治組織など地域の団体においては、スタッフやリーダーの世代交代
や、行事から事業への活動内容の見直しなどは十分に進んでいない状況です。

（２）支援対象の拡大が求められる地域包括ケアシステム
本市の地域包括ケアシステム構築は高齢者を対象とした取組が先行しています。また、
協議体※6 設置の取組が進みつつあるのは一部の地域のみとなっています。今後は、高齢者
のみならずすべての対象者を視野に入れた支援体制を構築するとともに、本市がこれまで
に進めてきた地域福祉活動や多様な主体との協働による取組を一層強化していく必要があ
ります。

（３）円卓会議の普及、定着
本市では、「廿日市市協働によるまちづくり基本条例」第８条において「多様な主体や市
などが対等な立場で参加し、お互いに意見を尊重しながら信頼関係を築いていく場」とし
て「円卓会議」を定義しています。

しかし、この円卓会議について約半数のまちづくり活動団体が「聞いたことがない」、「知
らない」と回答しています。

この円卓会議が機能することで、地域での暮らしの問題点を共有でき、地域の困りごと
を解決していくために必要な情報の共有と活用が進むと期待されます。

※5 地域包括ケアシステム
 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のこと（厚生労働省ホームペー
ジより）

※6　協議体
 各地域における生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防の提供主体が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場とし

て中核となるネットワークのこと
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（１）ターゲットに合わせた情報発信の工夫が必要
さまざまな分野の主体やまちづくり活動団体が行う取組の様子のほか、行政の制度、サー
ビスも含め、日常の暮らしや地域の問題解決において、情報の入手が必須であるにもかか
わらず情報格差が生じています。第２期計画においては情報の質や量の充実に努め、市民
に分かりやすく伝わるような工夫に取り組んできましたが、若い世代はスマートフォンの
利用を中心にホームページやＳＮＳ※7 から、シニア世代は回覧板、広報はつかいち、市民
センターだよりのような紙媒体といったように、世代によって手段が異なっており、伝え
たい人や内容に合わせた情報発信の工夫が一層必要となってきました。

（２）新たなつながり方の可能性拡大
新型コロナウイルス感染症の影響から、リモート授業、リモートワークなどが日常的に
行われるようになり、さらには、リモート飲み会、リモート帰省といった新しいコミュニ
ケーションの取り方が急速に普及しています。

このことにより、多様なチャンネルとして、気兼ねや負担なく他者とつながることができ、
対面だけでない社会的なつながりの手段のひとつとしての可能性が確認できました。

※7　ＳＮＳ
 ソーシャルネットワーキングサービス（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）の略。「人間同士のつながり」

を電子化するサービス。自己情報のコントロールや人との出会いといった目的を掲げ、各社がサービスを行っている。
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（１）多様な特性を認め受け入れる意識の変化が必要
高齢者の一人暮らし、障がいのある人、経済的に困窮している人、ひきこもり、子育て
に悩みを抱える人、外国人など、地域にはさまざまな人々が暮らしています。こうした人
たちの中には、従来の福祉制度や既存サービスの枠では捉えきれず、地域社会と切り離さ
れる可能性があることから、第２期計画では、当事者も含めてお互いの意識の垣根を低く
することや、困難を抱える人の行動や悩みを理解するための取組を実施してきました。

「令和２年度まちづくり市民アンケート調査」の結果では、普段の生活の中で困ったとき
に助けてもらえる人がいるかどうかの問いに対して、８６．５％が「いる」との回答で、そ
の内の約８０％は「家族、親戚」との回答であった反面、隣近所や地域の支援者との関係
構築や、さまざまな相談窓口の利用が十分でないことも伺えます。

（２）個人や地域の特性に応じた災害への備えが必要
隣近所や地域とのつながりの有無は、全国各地で頻発している大規模災害や、突発的・
局地的な大雨・地震など、いつ起こるか分からない災害への備えにも大きな影響を与えま
す。

第２期計画の協働プロジェクトのひとつである、「避難行動要支援者※8 の避難支援に向
けた地域を支援する体制づくり」は、未だ、地域任せとしており、地域によって制度理解
や課題意識の差が激しいこと、支援が必要な人の名簿の管理や共有に関する個人情報の取
扱いへの不安があることから、支援体制づくりに向けた方向性を見出すことができていま
せん。

また、こうした地域の避難支援活動を支える関係部署間のネットワークも十分に機能し
ていない状況です。

※8 避難行動要支援者
 災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がいのある人々
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（１）不足する福祉分野の専門職
人口減少、少子高齢化が進行する中、全国的に福祉分野を担う専門職人材が不足してい
ます。特に介護分野においては、国を挙げて介護離職ゼロに取り組む中、本市の中山間地
域における介護人材確保は、介護保険サービスを安定的に提供していくうえで大きな課題
です。また、このことは、障がい分野においても同様の状況です。

（２）従前の役割を担うことが困難な地域自治組織
廿日市市全体の町内会の加入率は減少し、地域自治組織などの役員が高齢化・固定化す
るなど、「地域任せ」では地域自治の継続も困難になりつつあります。実際に、これまで地
域で担われてきた役割（ゴミ置き場の管理、清掃活動など）が、高齢化や担い手不足により、
このままでは継続が困難になるといった声があります。

（３）既存の制度・サービスにおさまらない福祉ニーズ
令和２（２０２０）年７月に実施した「高齢者の保健福祉に関するアンケート調査」の
結果では、将来介護が必要になった場合の在宅での介護を希望する人の割合が５６．９％と
､ 約６割の人が住み慣れた地域で暮らしたいとの思いを持っています｡

また､ そのための在宅生活の継続に必要な支援については､「庭木の剪定」（１５．８％）
や「通いの場」（１４．９％）、「移動」（１４．２％）、「買い物」（１３．９％）、「調理」（１３．１％）、
「ゴミ出し」（１３．０％）など日々の暮らしを支える「生活支援に関するニーズ」が上位を
占めています。結果として、介護保険制度などのサービスだけでは解決できない支援も必
要とされていることが分かりました。
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（４）求められる多様な主体の強みを生かした新しい支え合い
第２期計画では、地域社会に貢献している多様な主体の取組を、広く市民に公表したり、
地域福祉や見守り活動などに関する包括連携協定を、市内の企業・事業所と締結したりし
てきました。暮らしの中のちょっとした困りごとを解決していくため、暮らしの豊かさに
つながる多様な選択肢を広げるさまざまな主体との連携が必要となっています。

まちづくり系のＮＰＯ、企業・事業所など福祉分野以外の多様な主体が持つ強みを生かし、
新しい形の支え合いを育てていくことがますます重要となってきました。
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（１）計画の位置付け
「地域福祉計画」とは、社会福祉法第１０７条に基づき地域福祉の推進に関する事項を一
体的に定める市の個別計画です。

第２期計画と同様、「第６次廿日市市総合計画」を上位計画として、本市における高齢者、
障がい者、子ども、生活困窮者、健康づくりなど、さまざまな分野の計画や施策の基本的
な「指針」としての役割を持つものとし、保健・福祉分野におけるサービス等が分野横断
的に連携して提供できるとともに、地域における社会資源（人、もの、コト）がつながり
合い、支え合うことで、すべての市民が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことがで
きるよう、保健・福祉以外のまちづくり関連分野とも連携して、総合的に地域福祉を推進
するための方向性を示すものとします。

また、本計画は、成年後見制度※9 の利用の促進に関する法律（第１４条第１項）に基づ
く本市における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画と、再犯
の防止等に関する法律（第８条）に基づく地方再犯防止推進計画も包含するものとし、成
年後見制度等の権利擁護、再犯防止、更生支援に関する分野の取組とも連動させて推進し
ます。

さらに、広島県が策定している「広島県地域福祉支援計画」と整合を図るとともに、「廿
日市市協働によるまちづくり基本条例」の基本原則を共有し、地域福祉を推進するための
中核的な主体である市社会福祉協議会が策定する「廿日市市地域福祉活動計画」とも連動
させ、一体的に施策を進めていきます。

※9 成年後見制度
 判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行うことができない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理

したりと、本人の保護を図るもの
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（２）計画期間
本計画は、令和３（２０２１）年度から令和７（２０２５）年度までの５年間を計画期
間とし、「第６次廿日市市総合計画後期基本計画」や、「廿日市市地域福祉活動計画」の計
画期間と整合を図ります。

また、本計画は、社会情勢の変化や法令改正の影響などを勘案しながら、必要に応じて
見直します。

（３）地域福祉活動の圏域の考え
第２期計画における設定を引き継ぎ、「地区」、「地域」の範囲を、地域福祉を推進するた
めの中心的な圏域とし、各圏域に応じた施策の展開を図っていきます。

（４）ＳＤＧｓの考え方
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで
採択された「持続可能な開発のための２０３０ アジェンダ」に記載された持続可能でより
良い世界を目指す国際社会共通の目標です。

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性※10 のある社会の実現のために掲げら
れた１７の目標のうち、特に地域福祉と関連が大きい以下の目標達成に向けて計画を推進
します。

※10 包摂性
 一定の範囲の中に包み込むこと
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本計画は、幅広い視点からの議論を重視し、庁内の職員及び庁外の多様な主体の実践者
の方々との対話をもとに策定しました。

また、市民との対話の機会として、多様な主体へのアンケート調査、インタビュー調査
のほか、既存の地域福祉推進に関する事業を通じて、ニーズ把握などを実施しました。

（１）廿日市市地域福祉推進会議
市役所の福祉保健部門の所属や他部局の所属、市社会福祉協議会の職員が参加し、各所
属が実施する（あるいは実施しようとする）事業の地域福祉推進に関連する共通事項につ
いて、連携して取り組むことで、よりよい効果を発揮する施策を明確化するための議論を
行いました。

（２）廿日市市地域福祉計画推進委員会
学識経験者、福祉関係者（民生委員児童委員、社会福祉法人、福祉サービス事業者、医
療関係者）、地域自治組織、ＮＰＯ、経済団体の「実践者」で構成し、多様な視点からの議
論を行いました。

（３）市民対話
本計画を策定するにあたり、前提となる現状の把握や、地域生活課題を設定するため、
社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人などの関連事業を実施する事業者などに対し、第２
期計画を踏まえた地域福祉の状況や、これからの廿日市市の地域福祉に関するアンケート
調査、インタビュー調査を実施しました。
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「地域福祉」には２つの役割があります。

福祉分野では、対象者別に制度が組み立てられているため、その狭間にいる人や、既存
の制度に結びついていない人たちもいます。こうした人たちを見つけたり、必要な支援に
つないだりしていくためには、分野間で連動して取り組む必要があります。

このことから、縦割りの「制度間をつなぐ」ことが「地域福祉」の大きな役割の一つです。

また、地域をフィールドとしている活動主体（地域自治組織、町内会・自治会等、ＰＴＡ、
ＮＰＯなど）の強みやそれぞれが持つネットワーク機能と連動しながら、地域が抱える福
祉的な問題の解決を通じて地域づくりを進めたり、地域の力を生かしながら、福祉の取組
を進めたりしていくことで、相乗効果が生まれます。

このことから、「福祉と地域づくりをつなぎ、市民のさまざまな活動を通じて、幅広い地
域づくりに連動させる」ことも「地域福祉」の大切な役割です。
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基本理念への思い

「住み慣れた地域で安心して暮らしたい」という願いは誰も同じです。

しかし、健康であり続け、これまでと同じ暮らしを続けていくことができる保障はあり
ません。

年齢を重ね、外出する機会が減り、地域にかかわる機会が少なくなる人、子育てや介護、
治療などを理由に働くことができなくなる人、障がいのある子どもを持つ親の高齢化など、
本市においても、今まで表面化していなかった課題が少しずつ顕在化してきました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響から、「新しい生活様式」が求められるようになっ
たことで、対面でのコミュニケーションにはさまざまな制約がつきまとい、これまでのつ
ながりの形が変わりつつあります。

こうした状況の中でも、さまざまな特性や資源にあふれたそれぞれの地域で、福祉、介
護、医療の分野はもちろんのこと、産業、就労、防犯、防災、交通、住まいなど、福祉の
領域を超えた分野とも結び付き、お互いが協力し合いながら、本市に暮らすすべての人が
「つながり」や「幸せ」を実感し、自らの希望を選択できる社会を実現していくことができ
るまちをつくりたい、という思いを込めて、基本理念を設定しています。

第２期計画の基本理念である「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」の趣旨を引き継ぎ、第６次廿日市市総合計画に掲げるまちづくりの基本理念
である「市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり」を踏まえ、本計画の基本理念を次
のとおり定めます。
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基本目標１、基本目標２は、すべての前提となる多様性の理解や、自分の身の回りの範
囲でのかかわりを見つめ直すことなど、一人ひとりの意識が変わらなければ、地域共生社
会の実現にはつながらないことや、新型コロナウイルス感染症の影響から、身近な範囲の
関係性の価値が再確認されたことから設定しました。
基本目標３、基本目標４は、第２期計画の方向性を引き継ぎ、地域福祉推進の基礎とな

る地域づくり活動や担い手育成、多様な主体の連携などをさらに促進させようとするもの
です。
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行動目標

基本目標を達成していくためにど
のように行動していくかについて
目標を設定しています。

策定プロセスでの声

廿日市市地域福祉推進会議や
廿日市市地域福祉計画推進委員
会、市民対話で出された声を掲
載しています。

各主体の役割

議論から見えてきた主体ごとの
役割を、「行政」、「市民一人ひと
り、身近な人たち」、「地域全体」
に分けて掲載しています。

※この計画は市の個別計画であることか
ら、行政や市社協の役割については、
意思を表す「～します」、また、地区・
地域やまちづくり活動団体などは「～
しましょう」と表現しています。

行政が取り組むこと

本市の行政機関を表し
ています。（国、県の行
政機関は含みません。）

市民一人ひとりが心がけること、
身近な人たちと一緒にできること

普段の暮らしの中で一人ひとりが心がけること
や、身近な人たちと一緒に少し意識したいこと
を掲載しています。



18

地域全体で取り組むこと

社会福祉協議会や地区・地域、
NPO・市民活動団体・ボランティア
グループ、社会福祉法人、学校など
地域の多様な主体に求めたい役割
を掲載しています。

私たちのまちの地域福祉活動

行動目標に関連した、本市で取り組
まれている活動事例を紹介していま
す。

計画期間中の目指す姿

第６章以降の取組を進めて
いくための具体的な項目と、
年次ごとの目指す姿を掲載し
ています。
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地域には、子どもから高齢者、認知症の人、障がいの
ある人、ひきこもりの状態にある人、外国人など、さまざ
まな人が暮らしています。住み慣れた地域で、安心して、
心豊かな暮らしを送るためには、さまざまな考え方や生き
方を、お互いに認め合い、尊重し合えることが前提となり
ます。

まずは、それぞれの違いや特性、変化に触れ、理解す
る機会を暮らしの動線上（日常）につくり出すことで、お互
いを認め合うきっかけづくりを進めます。

・身近な場でひきこもりや認知症などについて「知る」、「理解する」機会をつくります
・人権教育を推進します
・ソーシャルインクルージョン※11 やノーマライゼーション※12 の理解など、地域福祉の視点を取り
入れた主催事業を実施します

・「やさしい日本語※13」を普及啓発します

・さまざまな個性を持った人たちを理解しましょう
・「こうしたい」や、「こうなりたい」を伝え合いましょう
・身近な範囲内で認知症や障がいのある人のことや、地域福祉活動について、話す機会を持ち
ましょう

※11 ソーシャルインクルージョン
 全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合

うという理念

※12 ノーマライゼーション
 障がいのある人もない人も互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会

※13 やさしい日本語
 普通の日本語よりも簡単で、外国人にも分かりやすい日本語のこと。外国人に災害情報を「迅速に」「正確に」「簡潔に」伝えるために、

弘前大学・社会言語学研究室で考案された考え方だが、災害時だけでなく子ども、高齢者、障がいのある人などにとっても分か
りやすいコミュニケーション手段として注目されている。

・誰もが自然と交流できるプログラ
ムがあるとよい。
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・当事者から学ぶ機会をつくります
・次代を担う子どもたちが福祉に触れる機会をつくります
・認知症サポーター養成講座など、支援が必要な人を理解する機会やきっかけをつくります

・日ごろの活動を通じて、さまざまな状況にある人たちへの理解を深めましょう
・これまで取り組んできた活動に福祉の視点を取り入れてみましょう
・生きづらさを抱えた人が地域に暮らしていることを知り、受け入れましょう

・外国人との交流の場をつくり、互いの文化の違いを理解しましょう

医療法人みやうち　廿日市野村病院「ｎ - ｃａｆé　ひまわり」
～多様な人と出会う「居心地のよい」場所～

「障がいも認知症も、誰がなってもおかしくな
い」、「暮らしの中で自然と認知症に触れる機会
があるべき」との思いで始まったｎ -ｃａｆé ひ
まわりは、認知症の人やその家族の情報交換や
集いのための「認知症カフェ※14」です。「認知
症を特別扱いしない」という当初の企画の思い
のとおり、今では子育て中のお母さんや、不登
校になった子などのほか、今まで交流のなかっ
た人や、認知症にかかわりのない人も多く訪れ
る場になっています。

一般的なカフェのように出入りは自由で、居心地のよさから長居する人も多いそ
うです。こうした家庭や学校、職場でもない「なんとなく居心地のよい場所」が増
えることで、地域での暮らしはもっと豊かになるのかもしれません。

※14 認知症カフェ
 認知症の人とその家族が気軽に立ち寄ることができ、地域の人たちとのつながりをつくるきっかけができる場所。認知症の人と

その家族を支援することを目的にヨーロッパではじまり、日本では２０１５年の「認知症施策推進総合戦略（通称：新オレンジ
プラン）」の中心施策の一つとして位置付けられ、全国で急激に拡大している。
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本市では生活していくうえで困りごとがあったときに、い
つでもつながることができるよう相談の場や支援の充実を
図っていますが、困りごとを抱えていても「相談したくない」、
「相談しようと思わない」という理由や、そもそも困りごと
として認識していないという理由で問題が表面化せず、支
援が行き届かないケースがあります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライ
ンでのコミュニケーションが急増した一方、デジタル機器
やインターネットに慣れ親しんでいない世代が、時流に取
り残されることも懸念されます。

対面でのコミュニケーションが制限される「新しい生活
様式」を踏まえ、誰もが社会とつながり安心した日常を送
ることができるよう、多様な接点づくりを進めます。

・情報の質や量の充実に努め、デジタル機器や紙媒体など、対象に合わせたツールで分かりや
すく伝わるよう工夫します
・各地区の地域福祉活動に関する小さな情報を、日常的な市民との対話により把握し、関係部
署や関係機関へつなぎます
・地域情報や市の施策に関する情報を活用し、地域福祉活動につながる事業を実施します
・情報を共有できる場、機会をつくります

・インターネットを活用してみましょう
・多様なコミュニケーション手段を学び、使ってみましょう
・困っている人を見かけたら、声かけや手助けをしましょう

・世代別に情報のアプローチを行います
・地域の身近で気軽な相談窓口として機能します

・市役所に相談できない人、誰か
に相談するという選択肢がない
人、相談するのが恥ずかしいと考
える人などもいる。深刻になって
はじめて発見されるが、それでは
遅い。普段から身の回りの人とか
かわっておくことが重要。

・世代によって情報を得る手段が違
う。対象に合わせたツールで分か
りやすく伝える工夫が必要。
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・協議体とのかかわりを通じて、地域のニーズをキャッチし、関係機関と連携して問題解決
につなげるためのプロセスをつくります

・ホームページやＳＮＳなどを活用してみましょう
・オンラインによる事業を実施してみましょう
・チラシ、地域だよりなどで、自分たちの地区・地域で取り組んでいる活動を発信しましょう

・民生委員だよりなどで、自分たちの取り組んでいる活動を発信しましょう
・困りごとを抱えている人を相談支援機関につなぎましょう

・ホームページ、ＳＮＳなどで自分たちの取り組んでいる活動を発信しましょう

・スーパーやショッピングモールに設置されている「オープンスペース」や、空き店舗などを
地域福祉活動や福祉サービスの情報発信の場として活用できるよう提供しましょう
・ＦＭラジオ局、ケーブルテレビ局、新聞社などが持つ技術を生かして、さまざまな情報発
信を支援しましょう

特定非営利活動法人　フリースクール木のねっこ
～Ｚｏｏｍでのコミュニケーション～

学校に行かない、あるいは行けない子どもや
その家族のための学びの場である「フリースクー
ル木のねっこ」では、オンライン会議用のアプ
リ「Ｚｏｏｍ」を使い、広島大学の学生による
数学講座や、グループホームで暮らす高齢者と
子どもたちのカラオケ大会など、オンラインを取
り入れた交流や学びの場づくりを進めています。

オンラインを活用した新たなコミュニケーショ
ンは、子どもの方が得意なのかもしれません。
子どもたちは「マジックショー」や「オンライン
駄菓子屋」を企画しているそうです。今後は、あらゆる人のプラットフォームとし
て 「子どもがつくる次世代型町内会」を、地域と地域をつなぐ場所として広めてい
きたいそうです。

時代と共に更新されるコミュニケーションツールに慣れることは大変ですが、チャ
レンジしてみることで新しいつながりが生まれるかもしれません。
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市民の多くが「将来も現在の地域に住み続けたい」と希
望し、その内の約８割の人が「治らない病気や寿命が近づ
いたときに自宅で最期を迎えたい」と思っています。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、医療・
介護などのサービスの充実だけでなく、自らの将来につい
て考え、家族や親しい人と話し合い、共有しておくことが
大切です。

最も身近で、最も小さな共同体である家族・世帯を中
心に、身近な人とのつながりの価値や機能を見つめ直すた
め、対話の機会を促すことを、地域福祉の推進にかかわ
る最初の一歩とします。

・家庭と地域のつながりを見える化します
・ＡＣＰ※15、エンディングノート※16 を活用し、自分の生き方を考える機会をつくります
・在宅で療養したい人や家族からの相談に応じます

・元気なときに身近な人と将来の話をしておきましょう
・１０年後を意識して、自分のこと、子どものこと、親のことなど、暮らし方を考えましょう
・自分自身の暮らしと、地域のつながりを理解しましょう

※15 ＡＣＰ
 人生の最終段階にどのような医療やケアを受けるか事前に家族や医師などと話し合いを重ねる過程を指す「アドバンス・ケア・

プランニング」のこと。愛称は「人生会議」という。

※16 エンディングノート
 自分らしい人生の最終段階を迎えるために自身の希望などを記しておくノート。近しい人へのメッセージや自身の備忘録として

形式にこだわらず作成されるもので、遺言書のような法的強制力はない。

・家庭は地域の中にあり、地域は
家庭の延長にあるのにつながって
いない。

・「自宅」で最期を迎えたい人は多
いが、実際は救急車を呼んで病
院で亡くなるケースも多い。理想
と現実について話し合って納得す
る機会があるとよい。
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・身近な人とのつながりの大切さについて普及啓発します
・スキルを持った人たちが、地域福祉活動で強みを生かす仕組みをつくります

・出前トークを活用し、自分の生き方や地域とのつながりを考える機会をつくりましょう

・人生会議を普及啓発しましょう

令和元（２０１９）年度から開催している「はつかいち	
暮らしのことゼミナール」では、個人の生活を起点とした
ご近所との関係づくりに向けたたくさんの「小さな実践」が
試されました。

「普段、交流がないご近所へおすそ分けをしてみる」、「犬
の散歩をしている人にあいさつする」など、日々の暮らし
に沿って実践された、無理しない取組は、どれも地域で
暮らす安心感や相互扶助※17 の機能を高めるものでした。

あいさつはお互いの存在を認め合うというメッセージで
あり、見守りや防犯などにもつながる大切なコミュニケー
ションです。また、何気ない雑談や会話には、アンケート
やヒアリングでは分からない生きたニーズが隠されていま
す。数値化できない日常的なつながりの価値を見直し、ご
近所のコミュニケーションを促します。

・バス停、ゴミステーションなどの地域のさまざまな場所をを活用して、気軽なコミュニケーシ
ョンを促します

※17 相互扶助
 互いに助け合うこと、互助

・女性に比べて男性は社交的でない
人が多いが、こちらからあいさつ
し、おせっかいでも輪の中に入っ
てもらい役割をつくってあげるとイ
ベントでも参加してくれる。

・日常の何気ない会話から「ついで
に買い物をしてあげる」という支
え合いが生まれた。
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・相手の本音を引き出せるようなご近所との関係をつくりましょう
・外出したくない人もいることを知り、自宅にいながらも、穏やかに健康的に過ごせるようなか
かわりを持ちましょう
・ご近所のあいさつ、会話や雑談で、生きがいや楽しみを聞いてみましょう
・ご近所の誘い合いを意識的に増やしましょう
・町内清掃に参加しましょう
・犬の散歩をしながらあいさつしてみましょう

・小単位（町内会・自治会、組など）での支え合いや助け合いの仕組みづくりを推進します

・回覧板を活用した新たなコミュニケーションを工夫しましょう
・構えず、誰でも気楽に行ける場や機会 (歩いて行ける集会所、自宅の縁側など )をつくり
ましょう

・担当地区内の見守り活動から困りごとをキャッチし、関係機関へつなぎましょう
・ルールを守ったうえでの地域情報の共有を図りましょう

・地域の医療関係者などと連携して、身近な相談場所として機能させましょう
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廿日市市福祉保健部福祉総務課　はつかいち 暮らしのことゼミナール
～普段の暮らしを今よりもちょっとだけ豊かにするために、仲間と学び会い、小さ
く楽しくやってみる場～

廿日市市では、令和元（２０１９）年から「日本一ハードルの低い地域福祉の担
い手拡大講座」と言える学び実践する場づくりに取り組んでいます。

地域課題と言うほどの大きなテーマではなく、参加者自らが日々の生活の中で感
じている身近な問題意識（モヤモヤした気持ち）を起点に対話を重ね、各自で「日
常＋１（プラスワン）」のチャレンジをしてみた結果、近隣住民との関係性向上や不
登校の子どもとの交流、ゴミステーションのマナー改善など、参加者によるさまざ
まな「小さなチャレンジ」が生まれました。

《 ２０歳代男性のチャレンジ 》

自分自身は犬を飼っていないが、犬の散歩を
している人にあいさつをしてみると、会話がはず
み、立ち話、世間話になることもあった。

まちのワンちゃんたちにあいさつを続けていく
と、ご近所にあいさつできる知り合いが増えそ
う。

《 ４０歳代男性のチャレンジ 》

日ごろお世話になっている方へ普段は言えない
「ありがとう」を伝えるため、サプライズで「感
謝状」を届けてみた。

みんなとても喜んでくれ、誰でも誰かをちょっ
とだけ幸せにすることができる。

《 「小さなチャレンジ」を終えて 》

このような「～してみる」を通じて分かったことは、「モヤモヤは幸せの種」であ
るということ。モヤモヤした気持ちを「ワクワク」に変えることを考えて、実践して
みることが、暮らしを豊かにすることへ少しずつつながっていくのではないでしょう
か。
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自分の暮らす地域の将来を考えたり、地域で行われて
いるさまざまな取組にかかわってみたいと思う人たちは少な
くありませんが、「固定化したコミュニティの輪に入りにくい」、
「一度かかわると他の仕事もお願いされそうで抜けられな
いかもしれないので不安」といった意見のほか、「声がか
からない」、「誘われない」という声もあり、担い手の確保
に向けては、もう少し始めやすく、入りやすい工夫が求め
られています。

地域福祉活動者の固定化、高年齢化など、担い手の偏
りが解消されない中、多様な価値観やライフスタイルに合
わせた入口を多くつくることで、地域福祉活動への参加や
かかわりの裾野を広げます。

・地域福祉活動への柔軟な参加の仕方を提案します
・地域にかかわりが少ない世代のかかわりしろを見出すための裾野拡大の取組を継続して実施
します
・市職員が地域福祉活動に参加することの意義や価値を共有し、参加を進めます

・興味・関心がある取組に、勇気を出して参加してみましょう
・自分ができることなど、気軽に地域の居場所に参加し、交流しましょう
・参加している人は、楽しさ、やりがいなどを周囲の人に伝えましょう

・興味や関心ごとに合わせて、誰もが参加したい活動に参加できるようマッチングの仕組み
を工夫します
・地域や団体で必要とされている活動をさまざまな媒体により一覧で見ることができるように
します

・ライフスタイルが多様になり、仕
事と家庭で忙しい人は多い。働き
ながらできる「当日だけ参加」など、
かかわり方のバリエーションが増
えるとよい。

・市職員も地域福祉活動に参加す
ることで仕事に生かせることは多
い。

・若者の参加を促すだけでなく、地
域も柔軟にさまざまな人を受け入
れるような体制づくりが必要。

・既にある活動への参加は「押し付
けられている」という負担感があ
る。新たな活動が生まれる環境づ
くりも重要。
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・学校での学びを地域福祉活動に生かせる機会や場づくりに取り組みます

・どんな人に参加してほしいか、担い手像を明確にしましょう
・かかわり方のバリエーションを増やしましょう（当日だけ参加、片付けだけ参加など）
・参加を呼びかけられる関係性をつくりましょう
・若者に将来の担い手として活躍してもらえるよう、受け入れ態勢を整えましょう

・従業員が近隣の地区・地域での地域福祉活動に参加できるよう、体制を整えましょう

・生徒、学生がボランティア活動に積極的に参加できるよう、単位化の推進、導入に努めましょ
う

大野中学校ＰＴＡ
～必要のない会議を減らし、役員の負担を減らす～

大野中学校ＰＴＡでは、不要な会議などを減
らし、本当に必要な活動に注力しています。

「議題もないのに会議の回数が決まっている」
などの非効率な運営を改善するため、既存の部
を見直し、規約を変え、会議の回数を見直しま
した。実際に、活動を見直しても、保護者や先
生から感謝されることはあっても、減らしたこと
による不平不満はなく、ＰＴＡと学校が協力して
「子どもたちの成長を見守る」活動に集中できて
いるそうです。

既存の活動や会議を「見直しましょう」と声をあげるのは勇気が必要ですが、「自
分のやりたくないことは、みんなもやりたくないかもしれない」と考えてもよいのか
もしれません。
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いつ起こるか分からないさまざまな自然災害により、防
災への関心が高まっています。

市では、自主防災組織※18 が１００％近く組織されていま
すが、防災に特化した体制だけでなく、地域での居場所づ
くりや見守り活動などにより育まれる日ごろの「顔の見える
関係」も、緊急時に機能する重要なセーフティネットとなり
ます。

それぞれの環境に応じて平常時から市民同士の関係性
を高めていくことで、暮らしの安心と命を守る備えを進めま
す。

・出前トークなどを活用し、要支援者の理解につながる啓発に取り組みます
・個人情報の取扱について、正しい理解の普及に取り組みます
・地域の避難行動を支援します
・地域ヒアリングなどにより、個人・地域の備えの状況を把握します
・福祉避難所※19 の設置や避難所への専門職派遣など、災害時における避難所の環境整備を進
めるため、医療・福祉施設との連携を進めます

・自分自身に困っていることがあれば、周囲に「助けて」と伝えることができるよう、地域との
関係性を高める工夫をしましょう

・日ごろから地域で声かけや見守りを行い、災害時には助け合いましょう
・気になること、不安に感じることなどがあれば、行政や社協の相談窓口に伝えましょう
・日ごろから災害に関する情報に興味を持ち、地域で行われる防災訓練などの活動に参加しま
しょう　

※18 自主防災組織
 災害対策基本法第５条２において規定されている、地域住民による任意の防災組織。大規模な災害時には、交通や火災への対応

から、公的な防災関係機関の活動能力が著しく低下することから、発災直後の人命救助や初期の消火活動は、近隣住民の協力が
大きな役割を果たすと言われている。

※19 福祉避難所
 高齢者や障がいのある人などのうち、特別の配慮を必要とする人が避難する施設

・災害対策は自助・共助・公助の意
識が必要で、個人の対応と行政の
対策・整備の両方が必要。

・地域自治組織に強制力はなく、緊
急時に責任ある対応を求めること
は限界がある。
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・日々の業務から支援が必要な人を把握し、必要な支援やサービスにつなぎます
・災害ボランティアセンターの設置・運営に向けて、市民、関係機関、行政と平常時からの
関係づくりと体制を整備します

・日ごろの活動を通じて、さまざまな個性を持った人たちへの理解を深めましょう

・地区・地域内で見守りが必要な人や気になる人のことを話し合い、さりげない見守りにつな
げましょう
・平常時の顔の見える関係性を生かし、防災活動などを継続して実施しましょう
・個人情報に関する活動者同士のルールづくりに取り組みましょう
・防災に取り組んでいる人を中心に、防災に関する地域での学びの場をつくりましょう

・要支援者への日常的な声かけや傾聴、見守り活動に引き続き取り組み、関係部署等への
つなぎ役を担いましょう
・担当地区内の障がいのある人との顔合わせを行いましょう

・事業者の活動を通じて支援が必要な人を発見し、行政や関係機関へつなぎましょう

・福祉避難所としての協力や、避難所への専門職派遣など、災害時における連携・協力体制
を構築しましょう
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地域で行われるさまざまな地域福祉活動は、『これまで』
の活動の積み重ねによって培われているものが多くありま
す。めまぐるしく変化していく世の中に合わせ、これまでを
振り返るとともに、「何が求められているのか」、「なぜ、そ
れに取り組むのか」という『今』に焦点を当て、活動を見
直し、柔軟に取組を変化させていくことが必要です。

地域の『これから』の姿をみんなで思い描き、バックキャ
スティング※20 で取組を考えていくことは、「既に決まってい
る活動を手伝うのではなく、企画からかかわりたい」とい
う将来の地域福祉の担い手のニーズを満たし、裾野を広
げる可能性を秘めています。

地域の活動や人材をスムーズに新陳代謝させていくため
に、これまでと今を見つめ直し、これからをみんなで考え
る機会と仕組みづくりを通して、地域の自治力を高め、地
域福祉活動を促していきます。

・地区・地域が活動を見つめ直すことができるよう、「情報交換会」や活動の「自慢大会」を継
続して開催します

・地域の「考え、話し合う場」に参加します
・行政が保有するさまざまなデータを整理し、事業の見直しに活用できるツールとプロセスをつ
くります
・活動の「閉じ方」を支援します

・生活支援コーディネーター※21を中心に協議体と連携して、地域の福祉力・地域力を生か
せるよう、「考え、話し合う場」の支援に取り組みます
・きめ細やかな地域へのアセスメント※22 を行います

※20 バックキャスティング
 現在から将来を考えるのではなく、実現したい将来から逆算し、今何をすべきか考える、未来起点の考え方

※21 生活支援コーディネーター
 高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体

制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者のこと。地域の実情に応じて多様に配置する。

※22 アセスメント
 対象を客観的に調査、評価すること

・円卓会議をはじめ、地域にはさま
ざまな会議があるが、会議のよう
なかしこまった場ではなかなか本
音を言いにくい。

・地域ニーズとのギャップが担い手
不足を生んでいる可能性もある。
地域のニーズに活動内容が合って
いるか、見つめ直すことも必要。
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・活動の目標や成果を「見える化」し、振り返る機会をつくりましょう
・事業を継続して展開できるよう、必要に応じてビジネスの手法を取り入れましょう
・既存の活動や活動の関係者を評価しましょう
・市内の多様な主体と連携（コラボ、共催）した取組を実施しましょう
・求める人材像を明確にしましょう
・アイデア出しや企画など、活動の「プロセス」にかかわる仲間を増やしましょう

・地域の相談役、つなぎ役として、役割を発揮し、地域の「考え、話し合う場」に参加しましょ
う

・活動で培ったノウハウを生かし、運営支援にかかわるなど、地域の「考え、話し合う場」
に参加しましょう
・組織運営に関する技術や情報を地域福祉活動に提供しましょう

・大学が持つ機能や専門的知識を地域福祉活動に生かしましょう

・対話や活動の場で、スキルや専門性を発揮しましょう
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地域福祉の推進には、行政や地域、社会福祉協議会だ
けでなく、社会福祉法人や医療法人、企業・事業所など、
多様な主体の力が欠かせません。市内の企業・事業所等
では、イベントの協賛や社員の地域福祉活動への参加を
通じ、行政と連携した地域貢献活動を実施しています。

また、企業・事業所の活動そのものが、地域福祉の推
進に直接寄与する事例も増えてきました。

今後、より複雑化する地域生活課題へ対応していくため、
福祉分野以外の主体のさらなる発掘と、かかわり方の開拓
を進めます。

・多様な主体の地域福祉の推進へのかかわりについて市の考え方を啓発します
・地域社会における企業・事業所の役割や社会責任について正しく理解してもらうため啓発しま
す
・中間的就労の受け入れ先など、地域社会に貢献する企業・事業所を開拓します

・地域福祉の推進に貢献した企業・事業所の取組を公表することや、協力企業を広く知らせ
ることで、地域貢献活動を促進します
・日々の相談や事業を通じて、専門的な知識を持った人を見出します

・地区・地域内にある企業・事業所などの多様な主体に、地域福祉活動への参加を呼びか
けましょう

・地域社会の一員として、ＮＰＯ・市民活動団体等の活動を通じて、地域福祉活動に取り組
みましょう
・これまでに培ってきた知見を地域福祉活動に生かしましょう

・地域には、旅行者や働きに来る
人、週末だけ帰ってくる人もいる。　
近年、居住する人だけでなく、縁
のある人を「関係人口」と捉え、
増やしていこうという動きもあり、
「地域」という構成要素を考え直
すことも必要かもしれない。
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・地域社会の一員として、企業・事業所活動を通じて地域福祉活動に取り組みましょう

医療法人社団友和会・株式会社Ｈ . Ｍ . Ｃ光風舎
～「人」に合わせて「仕事」をつくる～

外に出ることは苦手な人でも、食事をつくるの
は得意な人であれば、福祉施設内での調理業
務に就くなど、友和会・光風舎は、「仕事」に合
う「人」を探すのではなく、「人」に合わせて「仕
事」を用意し、社会とつながるためのステップ
アップの場となるよう一般就労として雇用する取
組を続けています。

年齢、性別、個人の得意なことなど、人々が
持つさまざまな個性や違いに合わせ、誰もが利
用しやすく、暮らしやすい社会となるよう、もの
やサービスを提供する「ユニバーサルデザイン」
の考えを「仕事さがし」に応用しています。このような「人ありき」の考えが広がる
と、違った個性を認め合い、できることを生かし合う地域になるかもしれません。
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地域社会の持続を支える地域課題の解決策や地域資源
の新たな活用策を生み出すためには、多様な主体が対等
な関係の中で本音の対話を交わす出会いの場が求められ
ます。

障がいのある人が農業分野で活躍する「農福連携」の
取組は、障がいのある人の自信と生きがい、社会参加を
実現し、担い手不足や高齢化が進む農業分野においては、
新たな働き手の確保につながっています。

本市では、「廿日市市協働によるまちづくり基本条例」
第８条において「多様な主体や市などが対等な立場で参加
し、お互いに意見を尊重しながら信頼関係を築いていく場」
として「円卓会議」を定義しています。

この円卓会議のように、多様な主体が対話し関係性を育
み合うプラットフォームを整え、福祉分野を超えた連携を
実現します。

・仕組みをコーディネートする人を発掘・育成します
・社会福祉法人や医療法人との連携を進めます
・多様な主体による、「考え、話し合う場」をつくり定着させます

・ボランティアセンターの機能を強化します
・対話や連携の仕組みをコーディネートする人材を発掘・育成します
・社会福祉法人相互の連携をマネジメントし、ネットワークをつくります
・地域福祉活動に取り組んでいる個人を組織化し、生活支援サービスを継続的に提供でき
る主体として育てます

・対話の場を工夫し、質を高めましょう（立ち会議、オンライン会議など）
・対話の場から生まれるさまざまな価値を理解しましょう

・外国人同士のプラットフォームをつくりましょう

・顔を合わせることでお互いの理解
や意見のすり合わせなどが円滑に
進む。コロナ禍において対面で会
う機会は減っているが、よい方法
を見つけなければいけない。
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・地域社会の一員として、多様な主体による「考え、話し合う場」に参加しましょう

・地域社会の一員として、多様な主体による「考え、話し合う場」に参加しましょう
・社会福祉法人同士で連携し、公益的な取組を実践しましょう

こども食堂ＴＯＭＯ
～地域自治組織と有志グループの対話により実現～

子どもたちの孤食が多いという実態を知り、
子どもからお年寄りまで誰でも集える場をつく
りたいとの思いではじまった「こども食堂ＴＯＭ
Ｏ」。コロナ禍の令和２（２０２０）年８月からの
スタートで、みんなで食卓を囲むことが難しく、
テイクアウトのお弁当で対応しています。

活動当初、最も悩んだのが「場所」でした。
廿日市地区まちづくり協議会の人たちに相談し
たところ、中央市民センターを利用できること
に。地域自治組織との対話により、双方にとっ
て一番よい形での実施が実現しました。

一人の「やってみたい」という思いが起点になり、地域のさまざまな団体が協力・
連携し実現したこども食堂ですが、今では、調理を手伝いたいという声から仲間が
増えたり、子どもたちだけでなく、スタッフも会話を楽しむすてきな「居場所」になっ
ています。
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暮らし方や社会とのかかわり方について、個人や世帯の
状況に合わせた多様な選択肢があり、自らの意思で決定
できることは、暮らしの豊かさにつながります。

さまざまな課題を抱えた人や世帯を支え、誰もが暮らし
の豊かさを感じられるためには、公的な支援サービスに加
え、ボランティアによる見守りや支え合いの活動など、イン
フォーマルサービス※23 の充実が求められています。

本市には地域福祉の推進にかかわる、地域自治組織を
はじめとしたまちづくり活動団体、社会福祉法人、医療法
人のほか、ＮＰＯや企業・事業所など福祉分野以外の多
様な主体が存在しています。この多様な主体の連携により、
地域の社会資源を活用した支援メニューを開発し、暮らし
の豊かさにつながる多様な選択肢を創り出します。

・地域社会に貢献した企業・事業所の取組を公表し、認証する仕組みを検討します
・社会課題の解決に取り組む主体の起業・創業を支援します
・地域の社会資源を見える化します

・地域ごとの支え合いの仕組み（協議体）づくりを推進します
・分野を超えた連携による社会資源の開発や見直しの機会づくりなど、社会福祉法人の公
益的な取組のマネジメントを行います

・地域で取り組んでいる移動支援やデイサービスの送迎バスと連携するなど、さまざまな移
動の手段を検討しましょう

・専門職のネットワークを生かして多様な支援を行いましょう

※23 インフォーマルサービス
 家族、近隣、友人、民生委員児童委員、ボランティア、非営利団体（ＮＰＯ）などによる、制度に基づいた公的機関や専門職によるサー

ビスや支援（フォーマルサービス）以外の支援

・自宅での生活を継続するために
「庭木の剪定」や、「買い物支援」
など、ちょっとした困りごとを抱え
ている人が多い。「話し相手がほ
しい」という声もあり、家族、友人、
隣近所等でゆるやかな支え合い
の仕組みをつくる必要がある。

・高齢者へ外出を呼びかけても「外
での楽しみがない」という意見も
多い。交通手段を充実させるだけ
でなく、目的地となる外出先づく
りも必要。
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・日常的な活動を通じて、暮らしを支える生活支援サービスを事業化しましょう
・活動分野の専門性を生かして、ソーシャルビジネス※24 の取組を検討しましょう

・地域における公益的な取組を実践しましょう
・法人が持つ資源を活用して、地域交流の企画や、場の提供を行いましょう
・公益的な取組により、こども食堂、学習支援、第３の居場所※25 など多様な居場所をつくり
ましょう

・多様な働き方の体制を整えましょう

医療法人社団　明和会　大野浦病院
～副業ＯＫ、多様な働き方～

私たちの暮らし方は多様で、ライフステージに
よってもさまざまに変わります。

大野浦病院では、職員アンケートの結果を基
にした働き方改革の一環として、「収入を増やし
たい」、「ほかの職場を体験したい」という希望
を叶える『副業』を認めています。

これにより、職員の就労意欲を高めるだけで
なく、職員の学びにもつながり、地域全体で介
護福祉分野の人材不足解消にも寄与されていま
す。

働き方だけでなく、「外出の方法」、「集いの場」などさまざまな場面で「選択肢」
が増えることは、一人ひとりの暮らしの満足度を高めるともに、セーフティネットの
網の目を細かくし、暮らしの安心・安全につながるという効果も期待できるかもし
れません。

※24 ソーシャルビジネス
 環境や貧困などの社会的課題に対して、多様な主体が協力しながら、ビジネスの手法を活用して解決を図る取組

※25 第３の居場所
 自宅（第１の場所）でも学校や職場（第２の場所）でもない居場所。「サードプレイス」とも言う。
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本計画で定める施策のうち、「基本目標」と「行動目標」を達成しながら、地域共生社会
の実現に向け、市民がその成果を実感できるよう、各主体が連携、協働し、複数の課題に
取り組んでいくための横断的取組を、「協働プロジェクト」として位置付けます。

平成３０（２０１８）年に施行された改正社会福祉法では、地域福祉推進の理念を規定
するとともに、この理念の実現のために、市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨が
規定されました。

具体的には、地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境を整備すること、
地域住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、
情報の提供や助言等を行う体制を整備すること、支援関係者が連携し、地域生活課題の解
決に資する支援を一体的に行う体制を整備することです。（法第１０６条の３）

本市では、個人や世帯が抱える複雑、複合的な課題を包括的に受け止め、これまでに培っ
てきた各分野の専門性を生かしながら、継続的な伴走支援を行うことができる体制を目指
します。

また、重層的支援体制整備事業※26 を適切かつ効率的に実施するため、社会福祉法第
１０６条の５に規定する「重層事業実施計画」の方向性を示すものとします。

※26 重層的支援体制整備事業
 地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに

向けた支援」を一体的に実施する事業
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（１）相談支援
相談者の属性、世代、相談内容にかかわらず、丸ごと相談を受け止め、課題を整理し、

必要なサービスの情報提供を行うことができるよう、既存の相談支援機関を集約した、
全市的なネットワークの核となる「相談支援拠点」を中心に、各支所や各日常生活圏域の
地域包括支援センター、ネウボラ※27、子育て支援センター、はつかいち生活支援センター
などとの相互連携により、包括的に相談を受け止めつなぐ仕組みを整えます。

また、相談支援拠点では、相談者がどのような相談内容を抱え、その背景にある問題
は何かを十分理解するため「コンシェルジュ機能」を設置し、相談者の最初の面談とアセ
スメント、的確なつなぎを行います。

・相談支援拠点、各支所、地域医療拠点など、どの相談支援機関に相談しても、各分野が連
動した支援の提供につながる体制をつくります
・高齢者、障がい者、子育て、生活困窮者、健康づくりなど、さまざまな分野の相談窓口につ
いて、複雑化、複合化する相談に対応できるよう、相談支援機能を充実します
・各分野が所管するケース会議や地域ケア会議などの情報を、必要に応じて共有し、支援に生
かします

・市民に身近な圏域で、暮らしの困りごとを何でも相談できる「総合相談」の体制をつくりま
す
・民生委員児童委員、地区社協、協議体との連携を図り、困りごとの早期発見、早期対応
に努めます

・市や社会福祉協議会による新たな包括的な支援体制の構築に向けた取組を理解し、協力
しましょう

※27 ネウボラ
 誰もが安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期からの子育てを切れ目なくサポートし、必要なサービスにつなぐ総合

相談窓口
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（２）参加支援
相談から支援につながった人や世帯を、それぞれのニーズに合わせ、地域の社会資源を

生かして、社会とのつながりづくりに向けた支援を行います。相談者が抱える課題を丁寧
に把握し、公的な制度サービスに加え、インフォーマルサービスも含めてマッチングすると
ともに、本人の状態や希望に沿った選択ができるよう、多様な支援メニューを創出します。

・サロン、いきいき百歳体操、認知症カフェ、放課後の家庭や学校以外で子どもたちが安心し
て過ごせる居場所など、地域における多様な居場所づくりを推進します
・福祉センター、子育て支援センター、市民センター、集会所など、居場所や活動拠点として
のさらなる有効活用や、利用促進を検討します
・住宅確保が困難な人に対し、情報提供や相談体制の充実に向けた体制をつくります

・地域での居場所づくりに対し、必要な情報提供、担い手への相談対応、専門的なつなぎ
等を支援します
・地域における社会資源の発掘や見直しを行い、多様なニーズに対応できる居場所や就労の
機会など、つなぎ先をつくります
・社会福祉法人の公益的な取組と連携し、世代や分野を超えた地域における社会参加の機
会をつくります

・公益的な取組を通じて、地域における社会参加の機会づくりを支援しましょう

・工場や商店、農業などの作業の場を中間的就労など社会参加の機会として提供できるか、
検討しましょう　
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（３）地域づくりに向けた支援
本市では、これまで地域自治組織を中心として行われる地域づくり活動への支援や、

多様な主体との協働によるまちづくりを進めてきました。この取組の拠点である市民セン
ターや支所は、その地域に暮らす市民にとって、最も身近な行政機関であり、地域の暮
らしにまつわるさまざまなニーズをキャッチできる最前線です。こうした機能を最大限に
生かし、地域の課題や社会資源を幅広くアセスメントした上で、世代や属性を超えて市民
同士が交流できる多様な場や居場所をつくります。

また、福祉分野を超えた幅広い関係者が出会い、地域資源の新たな活用策や、地域
課題の解決策が生まれ、地域福祉活動の発展につながるよう、学び合うプラットフォーム
をつくり、人と人、人と居場所などをつなぎ合わせる機能を発揮します。

・福祉や人権に関する地域の状況や活動内容等について、分かりやすく情報提供・発信を行い、
「自分ごと」としての意識醸成を図ります
・生涯学習の取組や出前トーク、市民センターの主催事業など、さまざまな機会や場を通じた福
祉教育を行います
・地域における多様なニーズや興味・関心ごとを整理し、それぞれに応じた情報提供を行います
・さまざまな世代間、異分野間の交流を促進します

・地域、学校関係者と連携した新たな福祉教育を実施します
・社会福祉法人が持つ専門性や施設の特性を理解し、生かすことで、地域の交流の機会を
つくります

・福祉教育や学習の機会に積極的に参加し、担い手や関係者として、それぞれの活動に生か
しましょう

・地域にかかわる公益的な取組を通じて、交流の機会づくりの支援をしましょう
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（４）アウトリーチ等を通じた継続的支援
長期にわたりひきこもりの状態にあるなどして、必要な支援が届いていない人に支援を

届けるため、本人と直接かかわるための信頼関係の構築や、本人とのつながりづくりに向
けた支援を行います。

既存の会議やネットワークを活用し、地域の状況に関する情報を幅広く収集するととも
に、地域とのつながりをつくっていく中で、ニーズを抱える人や世帯を発見していきます。
本人と直接対面したり、継続的なかかわりを持つために、信頼関係の構築に向けた丁寧
な働きかけができるよう、関係機関と連携して取り組みます。

・潜在的なニーズを抱える人や世帯を早く発見するため、専門職や関係機関とこれまでのつなが
りを生かして連携します

・ひきこもりの人たちの実態調査を行います
・ひきこもりサポーターを養成し、サポーターの活動の場をつくります
・誰もが身近な場所で相談できるよう、出張相談や専門機関による相談の場をつくり、早期
発見ができる仕組みをつくります

・地域で支援が必要な人や世帯に気がついたときは、行政や社会福祉協議会、民生委員児
童委員などに相談しましょう

・日ごろの見守り活動を通じて、支援が必要な人や世帯を行政や社会福祉協議会へつなぎま
しょう
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（５）生活困窮者自立支援対策等の推進
多様で複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、相談支援機関や公共職業安定所（ハ

ローワーク）などと連携し、自立・就労に向けた支援を行います。

また、安定した生活を送るための基盤である住居の確保や貧困の連鎖を防止するため
の学習支援・生活習慣・育成環境の改善に向けたさまざまな支援について総合的、一体
的に提供することにより自立の促進を図ります。

・はつかいち生活支援センターの相談体制を充実させ、相談支援拠点の「コンシェルジュ機能」
と連携した幅広い生活困窮相談を行います
・福祉分野に限らず、就労や税務等の業務においても生活困窮者を把握した際に自立相談支援
事業の利用勧奨を行います
・生活困窮者自立支援制度により、就労、住居、子どもの学習等の個々の状況に応じた支援を
推進するとともに、既存サービスの有効な活用に努めます
・各関係機関と連携して支援が届いていない生活困窮者の把握に努めます

・生活課題に関する情報収集と提供に努めます
・地域の生活課題を把握し、解決に努めます
・地域のあらゆる関係団体と情報交換を行い、課題解決に向けて連携します

・日ごろから近所の人間関係を深め、生活に関する危険サインをキャッチするとともに、自ら
も発信しましょう
・地域で支援が必要な人がいる場合は、行政や社会福祉協議会、民生委員児童委員などへ
つなぎましょう

・日ごろの見守り活動を通じて、支援が必要な人を行政や社会福祉協議会へつなぎましょう

・不動産業者やライフライン事業者	（水道、ガス、電気等）は、行政や社会福祉協議会と
連携し、支援が必要な人をつなぎましょう
・福祉に関するサービスを提供する事業者は、行政や社会福祉協議会と連携して、支援が必
要な人をつなぎましょう
・行政が設置する相談支援拠点において、各種法人が持つ強みやスキルを最大限に発揮しま
しょう
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（６）相談支援の中核機能の発揮（多機関の協働）
複雑で複合的な課題を抱え、単独の相談支援機関では対応が難しく、課題の解きほぐ

しが求められるケースに対し、相談者の抱える課題をアセスメントしながら、それぞれの
相談支援機関の役割分担や支援の方向性を整理し、ケース全体の調整を行うための体制
を構築します。

・相談支援拠点に「コンシェルジュ機能」を設置し、相談者のインテーク※28 とアセスメントを
丁寧に行います

・相談者の支援を行うための役割分担や、必要に応じて情報を共有するなど、専門職や関係機
関とのチームによる支援がスムーズに進む体制をつくります

・専門職の人材育成に取り組みます

・行政が設置する相談支援拠点において、社会福祉協議会が持つ強みやスキルを最大限に
発揮します
・研修会や事例検討会を企画し、相談支援にかかわる専門職の質の向上に努めます

・行政が設置する相談支援拠点において、各種法人が持つ強みやスキルを最大限に発揮しま
しょう

※28 インテーク
 相談者がどういった相談内容を抱え、その背景にある問題は何かを明らかにするため積極的、能動的に働きかけることを目的と

した、初対面の面接のこと。
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【計画期間中の目指す姿】

項目 R3 R4 R5 R6 R7

相談支援

参加支援

地域づくりに
向けた支援

アウトリーチ

生活困窮者
自立支援等

中核機能の
発揮

相談を受け止める
体制ができている

専門職の
スキルアップに
取り組んでいる

困難事例の解決に向けた
対応ができつつある

趣旨の理解が進む 多様な主体による
学びの場が増える

プラットフォームができ、
人がつながり合う機会が増える

アウトリーチが実施できる
体制が整っている

潜在的な支援が必要な人や
世帯を発見することができる

社会資源の確認・見直しが
できている

多様なインフォーマルサービスが
創出されている

分野ごとの役割の理解が進んでいる 専門職人材が育っている

関係主体と連携して
生活困窮者の自立支援を行う

体制ができている

支援につながる社会資源や関連事業が
効果的に実施でき、生活困窮者の自立に

つながっている
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国は、避難行動要支援者避難支援制度に位置付けられる個別避難計画策定の推進に向け、
制度的な位置付けを明確にすることを目的に、災害対策基本法を改正し、個別避難計画の
策定を自治体の努力義務としました。

こうした、地域の避難支援活動を機能させていくためには、自分たちが住んでいる地域
が防災上どのような地形にあり、支援を必要としている人がどこに住んでいるのかなど、
地域の実情を関係者間で共有しておくことが大切です。

これらは、各地区の地域自治組織（町内会・自治会を含む）を中心として取り組まれて
いるさまざまな事業や、見守りや支え合いの活動などの平常時の活動によっても培われる
ものです。

また、民生委員児童委員は、避難行動要支援者名簿をもとに、日ごろの見守り活動を通
して制度の周知に取り組んでいるほか、自主防災組織においても避難訓練や防災意識の啓
発などに取り組んでいます。

こうした、さまざまな主体の取組が相互に連携することで、市民の命を守る避難支援活
動につながることから、これらが効果的に連携できるネットワークを再構築します。
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（１）関係部署・関係機関の連携体制の構築
避難行動要支援者の把握や、避難行動要支援者名簿を活用して、地域が主体的に進め

ていく支援者探しのサポートなど、避難支援団体※29 に対する平常時の活動支援を進め、
災害時における避難支援や安否確認がスムーズに行うことができるよう、関係部署・関
係機関の連携体制を整えます。

・ 「廿日市市地域防災計画」に基づき、要支援者対策をはじめとするさまざまな施策を進めます
・地区・地域の避難支援体制づくりに向けた庁内連携を目指し、「戦略会議」を設置し、定期
的な情報共有や議論を行います

・災害ボランティアセンターの設置・運営に備え、市民や関係機関、行政と連携できるよう、
平常時からの関係と体制を構築します

※29 避難支援団体
 近隣者やボランティア等、災害時に避難行動支援者の避難誘導等の支援を行う団体のこと
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（２）避難支援活動の実践支援
地域で支援が必要な人と避難支援団体との関係づくりや、日常的な見守り活動を生か

した避難支援の体制づくりを進めます。

また、かねてから課題となっている避難行動要支援者名簿の管理や共有に関する個人
情報の取扱に対して、支援者の迷いや不安を解消できるよう、正しく理解する機会づくり
と、地域でのルールづくりの支援に取り組みます。

・地区・地域や自主防災組織、民生委員児童委員、消防団などによる支援体制モデルを構築し
ます
・避難行動要支援者名簿や個別避難計画の効果的な活動事例を情報提供します
・避難行動要支援者の視点を盛り込んだ地域の防災訓練の実施を支援します
・個人情報の取扱に関する正しい理解を促し、ルールづくりを進めます
・サロンや地域自治組織への出前トークを進めます

・サロンや見守り活動など、平常時の活動が、災害時に機能を発揮することを市民や関係団
体に伝えるなど、防災と福祉の一体的な取組を進めます

・避難行動要支援者の視点を盛り込んだ地域の防災訓練に参加しましょう
・行政と連携し、福祉避難所の開設に向けた訓練を実施しましょう

【計画期間中の目指す姿】

項目 R3 R4 R5 R6 R7

関係部署・関係機関の
連携体制構築

避難支援活動の
実践支援

制度や個人情報に対する
理解が進み、取組が

広がっている
要支援者と一緒に避難訓練が定期的にできている

地域の支援体制づくりに
向けた地域情報の共有や

連携ができている

関係部署・関係機関の連携により、
要支援者に併せた支援のマッチングができている
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認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより、財産の管理や日常生
活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ
り、かつ、地域共生社会の実現に資するものですが、成年後見制度は、これらの人たちを
支える重要な手段であるにもかかわらず、十分に利用されていません。

判断能力が十分でない人も、住み慣れた地域で尊厳を持って生活できるよう、成年後見
制度や日常生活自立支援事業の周知を図り、利用しやすい環境を整備する必要があります。

平成２８（２０１６）年５月、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法
律第２９号）が施行され、第１４条第１項において、市町村は、成年後見制度利用促進基
本計画を勘案して、市町村における「成年後見制度利用促進に関する施策についての基本
的な計画」の策定、成年後見等実施機関の設立支援ほか必要な措置を講ずるよう努めるこ
とが規定されており、平成２９（２０１７）年３月には国の計画が策定されました。

これらを踏まえ、本市においては、この章を成年後見制度の利用促進に係る基本計画と
して位置付け、地域福祉の推進と一体的に施策を進めます。

本市の成年後見制度は、地域包括支援センターを中心に、高齢者、障がい者など対象者
別に対応しており、利用者数は、令和２年度は１８３人（広島県：５，２７４人）となって
います。

項目 廿日市市の状況
人口（令和３年４月１日現在） １１６，８６６人

高齢者人口（令和３年４月１日現在） ３５，６１３人
高齢化率（令和３年４月１日現在） ３０．５％

認知症高齢者数※30（令和２年１０月１日現在） ３，６０３人
身体障害者手帳交付者数（令和３年４月１日） ４，５６９人
療育手帳交付者数（令和３年４月１日） １，０８４人

精神障害者保健福祉手帳交付者数（令和３年４月１日） １，２７１人

成年後見制度利用者数
（令和２年度）

１８３人
・後見人	１５１人
・補佐人　２２人
・補助人　１０人

日常生活自立支援事業利用者数
（令和３年４月１日現在）

１２１人
・認知症高齢者　３２人

・知的障がい者等　２５人
・精神障がい者等　４８人

・その他　１６人

※30 認知症高齢者数
 要支援・要介護認定者のうち認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱａ以上の人 
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（１）成年後見制度の普及啓発
成年後見制度について、市民の正しい理解を促すための方法を検討し、広報や啓発活

動を進めます。

・パンフレットの作成・配布、ホームページの活用により、制度理解を促します
・民生委員児童委員等の福祉関係者に対する制度の周知を行います
・成年後見制度に関する相談窓口（中核機関）を広く知らせます

・権利擁護業務に携わる関係機関との連携による一層の情報発信を行います
・判断能力が十分でない人の権利を守るため、成年後見制度等の周知や啓発を進め、総合
的な支援を行います
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（２）地域連携ネットワークと中核機関の整備
権利擁護支援が必要な人を発見し、成年後見制度の利用など適切に必要な支援につな

げるため、地域連携ネットワークとして一体的に、権利擁護支援が必要な人について後見
人等を含めたチームで見守る体制づくりを目指します。

また、地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核機関として、社会福祉協議会
で行っている法人後見及び日常生活自立支援事業等の充実を図るとともに、成年後見制
度の利用促進のため、既存の取組を生かし、地域連携ネットワークの中核となる機関を
設置し、体制整備を図ります。

・地域連携ネットワークの仕組みづくりに取り組みます
・地域連携ネットワークの要となる中核機関を整備します
・中核機関の４つの機能（広報機能、相談機能、成年後見制度利用促進機能、後見人支援機
能	）	を段階的・計画的に整備します
・不正防止を徹底します

・行政と緊密な連携を図り、権利擁護支援の地域ネットワーク構築を目指します
・権利擁護センターを設置し、権利擁護に関する相談窓口を明確にします



53

（３）成年後見制度の利用促進
制度の利用を促進するためには、安心して成年後見制度を利用できる仕組みをつくるこ

とが必要です。成年後見制度を必要とする人が速やかに制度利用に結びつくよう、制度
の周知や利用支援等に関する仕組みづくりを行います。

・相談体制を充実します
・権利擁護に関する相談に際し、行政と社会福祉協議会が連携して成年後見制度や日常生活自
立支援事業等の案内について総合的に対応します
・権利擁護支援が必要な市民の把握と早期発見・早期支援を行います

・成年後見制度の利用に関する申立支援を行います
・セーフティネットとして、法人後見を行います
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（４）担い手の育成・活動の促進
今後、認知症高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の需要は一層高まるものと

考えられており、成年後見人等となる人材の育成・活用が求められています。

市民後見人の積極的な活用が可能となるよう、研修や育成についての取組について検
討します。

・中核機関として、市民後見人の仕組みを含めた権利擁護に関する全市的な体制を整備します
・後見人となる人材の育成や活動を促進します
・後見活動を支援する仕組みづくりに取り組みます

・市民後見人の積極的な活用が可能となるよう、研修や育成につながる取組を検討し、後見
人活動を進めます

・行政や社会福祉協議会と連携して、支援に必要なセミナーの開催や、サービスの提供がで
きるよう取り組みましょう

【計画期間中の目指す姿】

項目 R3 R4 R5 R6 R7

成年後見制度の
普及啓発

地域連携ネットワーク

中核機関の
整備・運営

担い手育成・
活動の促進

関係主体が役割分担しながら
広報活動できている

広く制度周知が
図られている

体制が整っている 権利擁護センターが
設置されている

市民後見人の実態が
把握できている

市民後見人活動が
広がっている

方針整理ができる ネットワークが構築され、
支援する体制が強化されている

市民後見人の育成に取り組んでいる
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犯罪を犯した人の中には、安定した仕事や住居がない人、薬物やアルコールなどへの依
存がある人、高齢で身寄りがない人のほか、知的障がいがある人の割合も少なくなく、地
域社会で生活する上で、さまざまな課題を抱えている人が多くいます。

また、刑を終えて出所した人に対する偏見や差別意識は根強く、世間の厳しい目による
社会からの疎外は、犯罪を犯した人の社会復帰を拒む要因となっており、近年、刑法犯検
挙者が減少傾向にある中で、再犯者の割合は継続して約５割で推移しています。高齢であ
ることや、疾病、貧困等の課題を抱え、受刑による社会との隔絶も重なり、さまざま生活
上の困難や、生きづらさを抱えている人も少なくありません。

こうした人の再犯を防止するためには、刑事司法手続きの中だけでなく、継続的にその
社会復帰に向けた支援を行い、孤立することなく、再び社会を構成する一員となることが
できるよう支援することが必要です。

平成２８（２０１６）年１２月、再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第
１０４号）が施行され、第８条第１項において、都道府県及び市町村は、再犯防止推進計
画を勘案して、都道府県及び市町村における「地方再犯防止推進計画」の策定に努めるこ
とが規定されており、平成２９年（２０１７）年１２月には、国の計画が策定されました。

これらを踏まえ、本市においては、この章を「地方再犯防止推進計画」として位置付け、
地域福祉の推進と一体的に施策を進めます。

本市における刑法犯検挙者（少年を除く）中の再犯者数は８２人であり、再犯率は
５９．９％となっています。犯行時の年齢は６５歳以上が１７．５％と高齢者の割合が高く
なっています。

項目 全国の状況（令和元年） 廿日市市の状況（令和元年）

刑法犯検挙者数 １７２，１９７人 １３７人

初犯者数 ８５，２４５人 ５５人

再犯者数 ８６，９５２人 ８２人

再犯者率 ５０．５％ ５９．９％
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（１）就労の確保
「令和２年版犯罪白書」によると、刑務所に再入所した人のうち、男性は約７割、女性
は８割近くが再犯時に無職であったことが報告されており、不安定な就労状況が再犯リス
クに結びつきやすいことが明らかになっています。就労の確保は、経済的自立のための重
要な取組であり、公共職業安定所（ハローワーク）等と連携し就労に向けた支援を行います。

また、直ちに就労することが困難な人に対しては、生活困窮者自立支援制度における
就労準備支援などにより就労に向けた生活習慣の形成や就労に至るまでの準備としての
基礎能力の形成を支援しています。

こうした、既存の取組と連動させ、刑務所出所後、安定した社会生活を送り、再び罪
を犯すことがないよう、きめ細やかな就労支援や離職防止に取り組みます。

・生活困窮者就労準備支援や障がい者就労支援事業など、既存の取組を生かし、相談者の就
労を支援します
・ 「協力雇用主制度」の周知を図ります

・保護観察対象者の生活状況を把握し、立ち直りに必要な就労支援について、行政と連携し
ましょう
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（２）住居の確保
住居の確保は、地域社会において安定した生活を送るための基盤であり、再犯防止を

図る上で最も重要であると言っても過言ではありません。高齢者施策や生活困窮者の支
援においても住居の確保に向けた支援は喫緊の課題としており、広島県居住支援協議会
の一員として、住宅確保要配慮者に関するさまざまな取組の方向性を、関係部署と連携
して検討を始めました。

こうしたネットワークを生かしながら、住宅生活セーフティネットの構築を進めます。

・高齢者や障がい者で、自立した生活を営む上での困難がある人に対し、必要な保健医療・福
祉サービスが速やかに提供されるよう、関係機関や団体との連携を図ります
・犯罪や非行をした人で、住居の確保が困難な人に対し、市営住宅への入居について配慮しま
す

・保護観察対象者の生活状況を把握し、立ち直りに必要な住居の確保について、行政と連
携しましょう
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（３）関係機関、団体との連携
本市では、廿日市地区保護司会、廿日市地区更生保護女性会が中心となり、犯罪や非

行をした人の立ち直り支援に向けて、「社会を明るくする運動」のほか、再犯防止啓発月間（７
月）でのあいさつ運動など、日々尽力されています。

こうした関係団体の活動を支援するとともに、積極的な活動の周知を行うことで、地域
全体で再犯防止や更生支援に取り組む機運の醸成を図ります。

・関係団体と連携して「社会を明るくする運動」や「再犯防止啓発月間」（７月）に実施される
取組に積極的に参加します
・ （仮称）更生保護サポートセンターの設置、運営に協力します

・ 「社会を明るくする運動」や再犯防止啓発月間（７月）の取組を継続して実施しましょう
・ （仮称）更生保護サポートセンターを活動拠点としながら、行政をはじめ、更生保護及び
青少年の健全育成に携わる各種団体との連携強化を図りましょう

【計画期間中の目指す姿】

項目 R3 R4 R5 R6 R7

就労の確保

住宅の確保

関係機関・団体との
連携

更生保護SCが
設置されている

（仮称）更生保護サポートセンターを中心に
各種団体との連携ができている

既存の取組につながる関係機関との
連携ができている

立ち直りに必要な
就労支援ができる

居住に関する関係部署・
関係機関の連携が

できている

居住支援につながる支援策が創出され、
住宅の確保に寄与している
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第２期計画の体制を引き継ぎ、市役所の関係部署及び市社会福祉協議会が参加する地域
福祉推進会議において、廿日市市保健福祉審議会地域共生専門部会に意見を伺いながら、
本計画の進捗状況についての共有、評価、改善を行います。
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「基本目標」や「行動目標」、「協働プロジェクト」の進捗状況や達成度合いについて、目
指す姿（「基本理念」）にどれだけ近づけたかについては、第２期計画において設定した「評
価の視点」を引き継ぎます。

また、評価については「第６次廿日市市総合計画後期基本計画」において、施策評価を
行うこととしており、施策の一つである「地域共生社会の実現に向けた地域づくりと暮ら
しの安心確保」の評価と兼ねることとし、廿日市市まちづくり市民アンケート調査の数値
を参考に検証します。

基本目標１　多様性を受け入れる「ふくし文化」の創出
・評価の視点１：社会的役割や、有用感、生きがいが向上したか

基本目標２　つながりの礎となる日々の暮らしの再考
・評価の視点２：生活空間（外出先、頻度など）の広がりが見られたか
・評価の視点３：人とのつながり、支え合いや助け合いの広がりが見られたか

基本目標３　暮らしを守る安心・安全のセーフティネット構築
・評価の視点４：幅広い世代や新たなメンバーなど、
    地域福祉活動への参加に対する広がりがみられたか
・評価の視点５：新たな地域福祉活動のプログラムが広がったか

基本目標４　多様な選択肢を生み出す新しい支え合いの成熟
・評価の視点６：新たな活動主体（団体）のかかわりが増えたか
・評価の視点７：地域で暮らす安心感や自信、気持ちの高まりがみられたか

参考指標
第６次総合計画後期基本計画 ･ 施策方針

｢地域共生社会の実現に向けた地域づくりと暮らしの安心確保｣
現状値

（Ｒ１）
目標値

（Ｒ７）

普段の生活の中で地域の助け合いができている
と思う市民の割合 ４５％ ５０％

日常生活の中で、困りごとを相談できる相手がいる
と答えた市民の割合 ８６．５％ ９０％

福祉・介護に関するサービスが適正に提供されている
と思う市民の割合 － ５０％
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（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



82

 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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