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地域福祉の推進に向けた令和３年度の取組（中間報告）

～第３期廿日市市地域福祉計画の実践～

第３期廿日市市地域福祉計画（以下「第３期計画」という。）の基本理念「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」の実現に向け、基本目標、行動目標の達成を目指し、関係部署や関係主体と連携

しながら、次の取組を実践している。

※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対策を徹底して行っている。

※【進捗度】は自己評価によるものである。

※「○」･･･上半期実施、「●」･･･下半期実施予定

基本目標１：多様性を受け入れる「ふくし文化」の創出

基本理念の実現に向けて、すべての前提となる多様性の理解や、誰もが地域社会と

つながることができる接点づくりに取り組む。

主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）「第３期計画」理念の普及啓発

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□

【行動目標１（本編Ｐ１９）】

・身近な場で日常的に「知る」、「理解

する」機会をつくります

・人権教育を推進します

・支え合いやソーシャルインクルー

ジョンの理解など、地域福祉の視点

を取り入れた主催事業を実施します

【行動目標２（本編Ｐ２１）】

・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

○ 地域福祉推進会議（庁内会議）で、庁内の関係所

属や市社会福祉協議会と「第３期計画」の理念やそ

の意図、基本目標、行動目標など共有し、「地域福祉

の推進」と自分の所属が実施する取組（事業）との

かかわりを考えることを通じて理解を深めた。

○ 民生委員児童委員の一部の地区における定例会や

市民活動団体などへ「第３期計画」について出前ト

ークを行った。

● 広報はつかいち１２月号に、地域福祉の推進につ

いて掲載予定。

● 庁内の福祉保健部以外の所属（特に、自治振興部、

教育部）に対し、グループウェアなどを活用した地

域福祉推進に関する定期的な情報共有の仕組みを構

築する。

● 民生委員児童委員協議会全体への普及啓発の機会

について企画中である。

資料１ 保健福祉審議会

地域共生専門部会

令和３年１０月２０日
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基本目標２ つながりの礎となる日々の暮らしの再考

最も身近で、小さな共同体となる「家族・世帯」の価値や機能を見つめ直すこと、

身近な人の将来に思いを馳せること、近隣における日常的なコミュニケーションの大

切さを理解することなどを通じ、多様なつながりづくりを促進する。

基本目標３ 暮らしを守る安心・安全のセーフティネット

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て、始めやすく、入りやすい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る。

既に取り組まれている地域での居場所づくりや見守り活動などを生かし、暮らしの

安心と命を守るセーフティネットとして機能するよう働きかける。

主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）「はつかいち暮らしのことゼミナール」の実施

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□

【行動目標３（本編Ｐ２３）】

・家庭と地域のつながりを見える化

します

○ 廿日市市にゆかりのある人（在住、在勤、在学、出

身者、廿日市市に思いがある人など）を広く対象に、

地域福祉推進へのかかわりしろを見出し、実践、振

り返りまでを、ゼミナール形式で企画した。

○ オンラインによる開催とし、実施日は次のとおり

第１回：１１月１３日（土）

私たちの暮らしを振り返る

第２回：１１月２７日（土）

デザインしてみる ※終了後、実践

第３回：１月２２日（土）

振り返る

● １０月中旬から市ホームページ、Facebook 等で参

加者募集を開始する。

● 各圏域の状況に応じた実践につながるよう、次年

度以降は、地区・地域単位で開催することを見据え、

ことゼミの企画運営者となる市民センター職員や市

社協職員の参加を促す。

● ゼミ生が実践したプロジェクトについては、広く

市民の目にとまるよう、ポスターセッションを企画

している。
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主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）「はつかいち暮らしのことゼミナール」の実施 【行動目標５（本編Ｐ２７）】

・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

※ 再掲（基本目標２（１））

（２）冊子「地域福祉活動×個人情報保護」の周知及び活用

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

【行動目標６（本編Ｐ２９）】

・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

○ 「第３期計画」の普及啓発とともに、支えあいの

仕組みづくりに取り組むうえで、最低限理解してお

く必要がある個人情報のルールについて、冊子を活

用して啓発している。

○ 避難行動要支援者避難支援の取組や、協議体づく

りの現場で、活動者間での個人情報共有のルールづ

くりを促している。

（３）土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の個別避難

計画策定

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□

【行動目標６（本編Ｐ２９）】

・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

・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

○ 市内全地区の協定団体にレッドゾーンに居住する

要支援者を記したマップを配布し、今年度中のレッ

ドゾーンの要支援者の個別避難計画作成を依頼し

た。なお、協定未締結地区については、支所（支部）

に同様の説明を行った。

○ 各地区への要支援者名簿配布時に、進捗状況の確

認を行い、再度今年度中の作成を依頼している。

● １２月に予定している各地区関係者を集めた情報

交換会で、個別避難計画の活用などについて参考と

なる地区の事例を紹介し、個別避難計画作成の必要

性や作成プロセス支援について、再度伝える。

（４）福祉避難所の開設訓練の実施

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□

【行動目標６（本編Ｐ２９）】

・福祉避難所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○ 福祉避難所の協定を締結している阿品清鈴と企画

会議を重ね、訓練プログラムを作成した。
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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

多様な主体が出会い、福祉分野を超えて幅広い関係者が出会い、学び合い、地域社

会の持続を支えるための、プラットホームづくりに着手する。

さまざまな課題を抱えた人や世帯に合わせ、福祉以外の分野との連携により、地域

の社会資源を生かしたインフォーマルサービスの開発・見直しに向けた取組を進める。

● １１月２日（火）に阿品台市民センターを市本部

と設定し、阿品清鈴と開設訓練を実施する。

● 新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、

広く公開することは困難だが、プログラム項目別に

訓練の様子を写真で記録し、福祉避難所開設フロー

を作成し、公表する予定としている。

（５）「まちづくり×ふくしミーティング」の開催

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【行動目標７（本編Ｐ３１）】

・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

○ 「第３期計画」の普及啓発について、小単位やオ

ンラインを活用して実施していることや、他所属や

市社協においても同類の事業があること、避難支援

活動をテーマに情報交換会の開催を予定しているこ

とから、令和３年度においては、実施しない。

主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）企業の社会責任（ＣＳＲ）の普及啓発

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【行動目標８（本編Ｐ３３）】

・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

【行動目標１０（本編Ｐ３７）】

・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

・地域の社会資源を見える化します

○ 市ホームページへの掲載は現時点で追加していな

い。

● 令和３年９月３０日に大塚製薬株式会社と包括連

携協定を締結しており、連携内容に健康づくりや災

害支援に関連する項目があるため、今後、具体化し

た場合は掲載したい。

（２）廿日市市内の社会福祉法人等による情報交換の

場づくり

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

【行動目標９（本編Ｐ３５）】

・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
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協働プロジェクトⅠ 包括的な支援体制の構築

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づくり

を行う。

○ ７月１５日（木）に市内社会福祉法人の情報交換

会を開催、本市が進めようとしている包括的な支援

体制構築（第３期計画、重層的支援体制整備事業な

ど）のほか、社会福祉法人の公益的な取組について、

他市事例の紹介を行った。

● 今後は、廿日市市社会福祉協議会が主催する「廿

日市市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」の社

会福祉法人部会へ委ね、具体的な動きにつなげてい

く予定である。

（３）「地域福祉カルテ」の情報の充実

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【行動目標１０（本編Ｐ３７）】

・地域の社会資源を見える化します
○ 最新データの収集、人口データ集計について未着

手。

● 地区ごとの支えあいの仕組みづくり（協議体）や、

重層的支援体制整備事業に十分活用できるよう、再

構築する。

主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）「相談支援拠点」の整備、ネットワーク構築

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□ 【本編Ｐ４０】

・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

【本編Ｐ４５】

・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

○ フィールドマネジャーの連携・共有の場である「相

談支援ネットワーク会議」の定例会が定着。相談支

援に係るフィールドマネジャーの役割や相談支援フ

ロー、情報を共有するためのツールである「つなぐ

シート」を作成した。

○ ９月の定例会から、事例検討を開始。個別分野の

ケース会議にはない幅広い視点による現状の理解や

支援プランの検討を積み重ねている。

○ こうした進捗状況を、市ホームページで随時掲載

している。
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協働プロジェクトⅡ 避難支援活動の実践支援と庁内連携体制の構築

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、民生委員児童委員の日ごろの見守り活動、自主防災組織での避難訓

練や防災意識の啓発などと相互に連携し、市民の命を守る避難支援活動につなぐとと

もに、各主体や関係部署等が相互に連携できるネットワークを構築する。

（２）職員の意識改革、スキルアップに向けた研修の実施

（福祉保健部内研修）

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□

【本編Ｐ４５】

・専門職の人材育成に取り組みます

○ これまでの実施は次のとおり

第１回：６月２５日 伝達研修の進め方検討

第２回：７月２８日 福祉保健部が所管する業務や

制度を知る

第３回：８月１６日 文書事務、予算事務

● 包括的な支援体制の整備に向けては、今後他部局

との対話力や調整力などが必要とされることから、

対話重視に関する研修の企画に向けて、所属長等へ

アンケートを実施している。

主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）関係部署等の連携会議の定期開催（福祉総務課、危

機管理課、地域政策課、消防）

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□
【本編Ｐ４８】

・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

○ ４回開催し、出水期における市や自主防災組織な

どの活動状況の確認及び課題共有、その他関係部署

の各取組の情報共有などを行った。

● 避難行動要支援者避難支援制度の取組に係る各地

区関係者を集めた情報交換会を連携して開催する予

定である。

（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）

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□

【本編Ｐ４９】

・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

○ 障がい福祉相談センターきらりあが令和３年２月

月に、障がい系事業所に対して実施した、事業所の
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成年後見制度利用促進（第７章）

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支援事業の周知を図り、利用しやすい環境整備に向けて、関係所

属や市社協と連携して取り組む。

災害時の対応や訓練状況に関するアンケートの結果

をもとに、疑問点への回答、要望への対応などにつ

いて、障がい系事業所とリモート会議を行った。

● 障がい系事業所と連携し、障がい福祉施設への避

難方法について具体的に協議していくこととしてい

る。

（３）避難支援体制モデルの構築

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□

【本編Ｐ４９】

・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

○ 原地区を対象に実施しており、地域自治組織、自

主防災組織の代表者の方にアドバイザーも交え、地

区における現在の取組、課題、目指す体制などを話

し合った。また、話し合いの中で見守りなど平常時

の活動の重要性を認識したことから、地区における

見守り活動を自発的に行っている原お互いさまネッ

ト等とも連携し、支援が必要な人のマップづくりに

着手している。

○ 支援が必要な人のマップづくりに向けて必要とな

る個人情報共有のルールづくりの重要性について共

有し、地区が保有している避難行動要支援者避難支

援名簿の活用用途について助言した。

● 要支援者を対象とする避難訓練の実施、地区から

要望のあった要支援者名簿のデータ整理などに取り

組んでいく。

主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）地域連携ネットワークの仕組みづくり

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□
【本編Ｐ５２】

・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
○ 令和４年度当初予算編成に向け、地域連携ネット

ワークの仕組みや、成年後見利用促進センター開設

に向けた体制イメージを共有し、ある程度確定した。

●１１月中旬に、市社協主催で成年後見利用促進の取
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再犯防止・更生支援（第８章）

再犯防止に向け、継続的に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、関係部署や関係団体と連携し、既存の

取組と連動させた支援に取り組む。

組に向けた準備会を発足予定。

（２）市民後見人の育成に向けた実態把握

【進捗度】

0 50% 100%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【本編Ｐ５４】

・後見人となる人材の育成や活動を

促進します

○ 未着手。準備会の中で方向性を検討していく。

主な内容 行動目標（行政が取り組むこと）

（１）更生保護サポートセンターの設置・運営に向けた協力

【進捗度】

0 50% 100%

■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□

【本編Ｐ５８】

・（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
○ 相談支援拠点（山崎本社みんなのあいプラザ）整

備工事実施中。この中で、必要な修繕等を行ってい

る。

● 入居に向けて、更生保護サポートセンターの支援

内容、体制等運営についてヒアリングを行う。


