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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。
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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。



30

・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。


