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生活を支援するためのさ
まざまなサービス提供等

を行う

町内会(自治会)，ボランティア(団体,個人)

学校関係，その他団体等

小地域福祉活動を
中地域で取りまと
める

高知市における地域福祉活動の推進

地域福祉を推進するための計画の
策定，事業の企画，評価を行う

福祉課題の解決
に取り組む

地域･住民

常に住民の立場に立っ
て相談に応じ，必要な
援助を行う

地域組織
(小地域)

市民児連
地区民児協

地区社連
地区社協

社会福祉
事業者等

高知市

市社協



高知市地域福祉活動推進計画
基本理念

「誰もが安心して暮らせる支え合いのあるまちづくり」

（重点）
１ 「おたがいさま」の住民意識づくり

（重点）
５ 地域福祉を推進するための体制基盤づくり

（重点）
２ 小地域での支え合い活動の推進とニーズの早期発見

３ 地域での支え合いの仕組みの構築

４ 地域ケアネットワークシステムの構築

きっかけづくり

福祉人材の育成

住民主体の小地域福祉活動の推進

地域のニーズの早期発見

地域の各種団体・組織等の連携強化

地区社協への支援と連携強化

専門職やサービス事業者と小地域で
の活動との連携強化

ブロック圏域での専門機関による連
携強化

市社協の役割の見直しと強化

市の役割の見直しと強化

市と市社協の連携強化



○庁内の連携体制づくり
・地域課題検討会議

各部局の副部長級による庁内横断的な協議の実施
・防災福祉部会

〔地域課題検討会議の専門部会としての開催〕
部会，担当者会，ブロック会【H28年度～】，勉強会

の開催【H28年度～】
・庁内検討委員会（5部14課参加：H28年度新規に子ども育
成課，教育政策課教育企画監追加）の継続開催及びワー

キンググループの開催【H28年度～】
・他の保健福祉計画との連携

⇒中間評価の報告 【H28年度】
⇒高齢者保健福祉計画及び障害者計画ワーキンググ
ループとの情報交換【H29年度】

○地域福祉を推進する体制の強化
・市社協への職員派遣継続

・地域福祉活動への財政的支援継続
・地域福祉コーディネーター４名増員【H29年度～】方
･地域福祉に関する部局研修会の企画及び実施（市社協と
の共同企画）【H29.9月】

・高知市関連各課及び関係機関への地域福祉コーディネー
ターの活動周知

中間評価（平成27年度）時

○地域を舞台に展開される部署

間での更なる連携強化
・市・市社協間においては，地域防災，地域コミュ
ニティ，地域福祉の連携をこれまで以上に強化
する。

・特にこの3年間で関わりの少なかった児童福祉，障
害者福祉，学校教育の分野との連携を行っていく。

○地域福祉を推進する体制の

強化
・市社協に対する財政的・人的支援を行うとともに
庁内の横断的な連携を目的とする地域課題検討会

議やさらなる情報共有や連携を目的とする下部組
織の防災福祉部会等の部会を通じて，各部局の取
り組みと地域福祉を連動させ，全庁的に地域福祉
を推進していく体制づくりを行っていく

・地域福祉コーディネーター増員の検討

○現在の関係課を超
えた取り組み強化
防災対策部，市民協働部，健康
福祉部の連携はもちろん，今後
は教育委員会やこども未来部な
ども交えながら，住民目線に
立った地域づくりの取り組みを
強化する必要がある。

○地域福祉コーディ
ネーターの増員
地域で掘り起こされたニーズへ
の対応や小地域での支え合い活
動を支援する地域福祉コーディ
ネーターの充実が必要である。

り組みの方針

地域福祉を推進するための体制基盤づくり（市の役割）
中間評価(平成27年度）
により抽出された課題

中間評価（平成27年度）時の

取り組みの方針

中間評価後（平成28・29年度）
の取り組み

【後期重点５】



地域福祉を推進するための体制基盤づくり(市の役割)

【後期重点５】
①高知市役所内の連携体制づくり

ア）地域課題検討会議

各部局の副部長級による庁内横断的な協議の実施

イ）防災福祉部会

部会，担当者会，ブロック会，

勉強会の開催

地域コミュニティ推進課

地域防災推進課

高知市社会福祉協議会

◎具体的な地域での取組状況について情報交換
*平成28年度より東西南北のブロック会，勉強会の開始

【実積】平成26年度 部会 ４回開催
担当者会 ２回開催

平成27年度 部会 ３回開催
担当者会 ５回開催

平成28年度 部会 ２回開催
担当者会 ３回開催
ブロック会 ９回開催
勉強会 １回開催

平成29年度 部会 ２回開催
担当者会 ２回開催
ブロック会 15回開催
勉強会 ２回開催



イ）庁内検討委員会（5部14課参加）の開催

健康福祉部部長
健康推進担当理事
健康福祉部副部長
福祉事務所長
地域防災推進課長
地域コミュニティ推進課長
人権同和・男女共同参画課長
健康福祉総務課長
介護保険課長
健康増進課長
障がい福祉課長
高齢者支援課長
福祉管理課長
子育て給付課長
子ども育成課長
母子保健課長
教育政策課教育企画監
人権・こども支援課長
高知市社会福祉協議会

◎地域福祉計画の進捗状況等の検討
◎具体的な庁内での取組状況について情報交換

＊平成29年２月よりワーキンググループの設置
【実績】平成26年度 庁内検討委員会１回開催

平成27年度 庁内検討委員会４回開催
平成28年度 庁内検討委員会１回開催

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ １回開催
平成29年度 庁内検討委員会１回開催

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ １回開催
〔H30.2月時点〕

＊高知市健康福祉総務課及び市社協にて事務局会議
を随時開催
（平成29年度：５回開催〔H30.2月時点〕）



ウ）他の保健福祉計画との連携

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

【平成29年度 次期計画策定】

・障害者計画・障害福祉計画 【平成29年度 次期計画策定】

・健康づくり計画 【平成29年度 次期計画策定】

・子ども・子育て支援事業計画【平成31年度 次期計画策定予定】

【実績】

①下記計画推進協議会において地域福祉活動推進計画 中間評価の報告
（各ワーキンググループにおいても周知）
・平成28年度 第１回障害者計画等推進協議会
・平成28年度 第１回高齢者保健福祉計画推進協議会

②下記計画推進協議会において，地域共生社会に向けた国の動向等の報告
（各ワーキンググループにおいても地域福祉コーディネーターの活動も含めて周知）
・平成28年度 第２回高齢者保健福祉計画推進協議会
・平成29年度 第１回障害者計画等推進協議会



②地域福祉を推進する体制の強化
ア）市社協への職員派遣

・市職員派遣 ４名（事務職2名，保健師2名）

【実績】平成25年度 ２名（事務職 １名，保健師 １名）
平成26年度 ３名（事務職 １名，保健師 ２名）
平成27年度 ４名（事務職 ２名，保健師 ２名）
平成28年度 ４名（事務職 ２名，保健師 ２名）
平成29年度 ４名（事務職 ２名，保健師 ２名）

平成25年度 ６名（うち新規職員採用４名・市職員派遣１名）
平成26年度 11名（うち新規職員採用４名・市職員派遣２名）
平成27年度 11名（うち市職員派遣２名）
平成28年度 11名（うち新規職員採用２名・市派遣職員２名）
平成29年度 15名（うち新規職員採用４名・市派遣職員２名）

＜ 参 考 ＞
高知市社会福祉協議会への地域福祉コーディネーター配置状況



イ）地域福祉活動への財政的支援

・高知市地域福祉推進事業費補助金として，高知市から市社協に地

域福祉コーディネーター人件費（12名分），地区社協活動助成事

業，研修費等の財政的支援継続

【高知市社会福祉協議会への地域福祉コーディネーター配置状況】

平成25年度 ６名（うち新規職員採用４名・市職員派遣１名）
平成26年度 11名（うち新規職員採用４名・市職員派遣２名）
平成27年度 11名（うち市職員派遣２名）
平成28年度 11名（うち新規職員採用２名・市派遣職員２名）
平成29年度 15名（うち新規職員採用４名・市派遣職員２名）



地域福祉を推進するための体制基盤づくり(市の役割)

＜平成30年度に向けた課題＞

１ 高知市における地域を舞台に展開される事業は年々増加しており，平成28年度に

取り組みを開始した５部14課から構成される地域福祉計画推進協議会ワーキンググ

ループや，高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画，障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画等の推進協議会やそのワーキンググループの活動を通して更なる連

携強化を図る必要がある。また，連携を通して市職員の地域福祉に係る人材の育成

にもつなげていく必要がある。

２ 地域を舞台に展開される高知市の関連部署と地域福祉コーディネーターとの連携

の基盤づくりとして，日々の業務の情報交換等の機会を継続していく必要がある。

３ 次期地域福祉活動推進計画の策定に向けた課題整理等を通した庁内関連部署及び

関係機関，地域住民等との連携を強化していく必要がある。



○市職員の派遣

○地域福祉コーディネーターの配置

○地域支援事例検討会等の開催

○市民児連事務局への運営支援

【高知市への職員派遣】

高知市 市社協

地域福祉活動に関連する主な取り組み（平成27～29年度）

○市社協への人的支援，財政的支援

○他の保健福祉計画との連携

障害者計画・障害福祉計画，高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画，

健康づくり計画，子ども・子育て支援事業計画

○次期（平成30～32年度）障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定【H29年度】

○次期（平成30～32年度）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定【H29年度】

○庁内関係各課との連携（庁内検討委員会等）

○地域福祉に関する部局研修会の企画及び実施協力（市社協との共同企画）【H29.9月】

○高知市民生委員・児童委員協議会連合会事務局の運営，財政的支援

○庁内関係各課との連携(地域課題検討会議等）

○地域内連携協議会設立及び運営の支援(H29年度末41地域〔小学校区〕中20地域での設立見込み)

○久重地域における新コミュニティ計画の策定（新計画策定モデル事業）【H29.8月】

○よこせと(横浜瀬戸)地域における新コミュニティ計画の策定準備（既存計画更新モデル事業）
【H29～】

○市町内会連合会の活動及び運営の支援

○NPO・ボランティア団体等の活動支援（市民活動サポートセンター）

○生活困窮者自立支援法の施行（H27.4.1施行）に伴う自立相談支援事業の実施

【H25.10モデル事業開始⇒H28.4市社協への事業委託】

○「住居確保給付金」の支給【H25.11月 モデル事業開始⇒H28.4月 市社協への事業委託】

○一時生活支援事業【H27.7月～】，家計相談支援事業【H27.8月～】，学習援助事業【H23.11月

～】

○こうちセーフティネット連絡会の開催【H25.11月～】

○生活困窮者自立支援全国研究交流大会・高知市開催 【H29.11月】

○高知市生活支援相談センター
【高知市委託】

健康福祉総務課

地域コミュニ
ティ推進課

福祉管理課

【参考資料】



○小地域福祉活動の支援

体操会場への助成
管理【高知市委託】
ボランティアの発掘推進(気くばりさん）

学校支援地域本部事業推進委員として協力
学校支援ボランティア募集に協力 等

高知市 市社協

○高知市自主防災組織連絡協議会設立【H27.3.31～】

○避難行動要支援者対策：全ての要支援者へ同意確認書を発送【H29.2月】

H29.2月発送の同意確認書未返信者への再発送【H29.9月及びH30.2月 】

新規要支援者へ同意確認書を発送【H29.9月及びH30.2月】

H29.9月発送の同意確認書未返信者への再発送【H30.2月】

○新たな地域支援事業の開始に伴う下記事業の実施：

・新たな包括的支援事業の実施【H27～】

⇒地域高齢者支援センターの機能強化

⇒地域ケア会議の充実

⇒在宅医療・介護連携推進事業（推進委員会の設置，在宅医療介護支援センターの設置）

⇒認知症施策推進事業

（認知症初期集中支援チームの設置，認知症地域支援推進員の配置）

⇒生活支援体制整備事業（協議体の設置，生活支援コーディネーターの配置）

・介護予防・日常生活支援総合事業

⇒いきいき百歳体操支援

⇒こうち笑顔マイレージ 運営【H26.4月～】

○認知症サポーターステップアップ研修の開始【H27～】，地域版の開始【H30.2月～】

○高知市精神障害者ピアサポーター養成研修の開始【H28～】

○次期（平成30～34年度）健康づくり計画策定【H29年度】

○高知市障害者相談センターの設置【H27～】

○自立支援協議会の開催【H21.３月～ ⇒H27.7月 新体制での開催】

○高知市子育てサークル・子育て支援サークル活動への助成【H27～】

○高知市子育て集いの場活動への助成 【H28～】

○学校支援地域本部事業の実施【H28～】

○高知市障害者相談センター北部
【高知市委託】

地域防災推進課

高齢者支援課

健康増進課

障がい福祉課

子ども育成課

教育政策課

高知市保健所



平成29年度 活動実績

社会福祉法人高知市社会福祉協議会



実 施 評 価

29

年
度

方
針

方
針(

案)

基本目標１(重点) 「おたがいさま」の住民意識づくり
１－１ きっかけづくり

(１)「おたがいさま」の住民意識づくりの啓発
①効果的な情報発信方法や媒体の検討 ②小地域(町内会や自治会、百歳体操)における啓発を強化

(２)子どもたちの理解度に応じた福祉教育の展開

(1)地域福祉に関する効果的な情報発信の実施
①フェイスブックを活用した情報発信

「いいね」数 498 件 (Ｈ28年度実績：469件)

更新回数 32 回

②ＮＥＷＳほおっちょけんの配布先拡大
これまでの民生委員児童委員,福祉委員に加え,サロンや百歳

体操等の小地域福祉活動においても配布
③「ほおっちょけんグッズ」による思いやりの気持ちの啓発

(2)小地域における啓発活動の拡充
地縁組織の各種会合や小地域福祉活動(サロン・百歳体操)に

おいて地域福祉コーディネーターのPRチラシ及び気くばりさ
ん紹介チラシを配布し,啓発を実施

Ｈ29年度実績：啓発回数 28 回 673人

(3)福祉教育の展開

①ほおっちょけん学習の展開
学校・保育園等への働き掛けを積極的に実施

Ｈ29年度実績：開催ヶ所数：９ヶ所(Ｈ28年度実績：5ヶ所)

②高校生世代を対象にした福祉教育の展開
・福祉体験学習「ほおっちょけんのススメ」の実施
・授業の一環としての福祉教育の機会づくり

(春野高校・追手前高校・高知北高校)

対象者ニーズに応じた福祉教育・啓発プログラムの開発・拡大による「おたがいさま」の意識の醸成
①地域福祉に関する情報を効果的かつ幅広い年代(特に若い世代)に対して発信するための手段の開発
②小地域における積極的な啓発活動の実施により「おたがいさま」の意識の醸成及び新たな人材の発掘を促進する。
③地域，学校教育分野との連携・協働による福祉教育プログラムの開発及び幅広い年代に対応できる機会の充実

(１)成果

①啓発活動の拡充による新たな担い手の発掘

気くばりさん新規登録者：105名増加

②福祉教育の拡大
保育園・小学校への積極的なＰＲ活動により,ほおっちょけん

学習の開催回数も増加(前年比+４ヶ所)

また，高校生世代を対象にした福祉教育の機会づくりとして，
従来の集合方式に加え，市社協職員が各学校(春野高校・追手前
高校・高知北高校)に出向き授業の一環として，それぞれの意向
に沿った福祉教育を実施している。

(２)課題

①地域福祉の情報を幅広い年代(特に若い世代)に対して発信するた
めの手段の開発

②小地域における啓発活動の拡充のため，既存の小地域福祉活動
や各町内会・自治会への積極的な働き掛けが必要。

③保育園・小学校に比べ，中学・高校への取り組みの拡がりが不
十分であり，幅広い年代に対応できるような福祉教育プログラ
ムの開発が必要。



実 施 評 価

方
針(

案)

基本目標１(重点) 「おたがいさま」の住民意識づくり
１－２ 福祉人材の育成

地域福祉活動の担い手の更なる拡大と人材育成
①「何かやりたい」と思っている人に対するボランティア情報の収集・発信・共有の強化
②ボランティア登録者や受入事業所の地域福祉活動への参加の機会の提供

(1)新たな担い手の発掘

(2)ボランティア情報の収集・発信・共有の強化

①ボランティア活動連絡会の開催 (Ｈ30.3実施予定)
②個人及び団体同士の交流の場の設定

福祉委員交流会の開催 (江ノ口東・西部ブロック)

(3)地域福祉活動へ参加する機会のコーディネート

テーマ設定による組織化，やるべきことの明確化により地域
福祉活動への参加の機会の充実を図った
①団塊世代の組織化を通じた活動の展開(一宮地区)

「仲間づくり」から「生活支援サービスの担い手」へ
②気くばりさん(脳卒中当事者)による百歳体操会場の支援

「受け手」から「支え手」へ

地域福祉活動の担い手の更なる拡大と福祉人材の育成
①ボランティア活動等に意欲的な住民に対する情報発信の強化及び学習会等への参加の機会の充実
②テーマ型活動への参加促進や活動内容を具体的に伝えること等により，地域福祉活動への参加の機会の充実を図る。
③「支え手」「受け手」が固定されない多様な参加の機会及び場づくりを支援する。
④ボランティア情報をデータベース化(地区別,特技別 等)し活用することで，地域福祉活動へのコーディネート機能の強化を図る。

(１)成果
①地域福祉活動の担い手の拡大

地域福祉コーディネーター増員による啓発活動の拡充により,

新たな担い手(気くばりさん+105名)の発掘につながっている。

②地域福祉活動へ参加する機会のコーディネート
・抽象的な表現ではなく，協力を依頼したい活動を具体的に伝え

ることで，効果的なコーディネートにつながっている。
・「楽しい」「やりがいがある」取り組みを活動への入口とする

ことによって，活動の継続につながっているとともに，これま
で地域福祉活動にかかわりのなかった住民を巻き込むことがで
きている。

・目的の分かりやすいテーマ型活動(こども食堂等)に多くの住民
がボランティアとして参加することができているとともに，活
動への参加をキッカケに福祉委員へとステップアップする事例
も見られるなど活動者の裾野拡大につながっている。

(2)課題

①「何かやりたい」と思っている人が実際の地域福祉活動へつなが
るための働きかけ方法や仕組みが不十分であり,検討が必要

②ボランティア登録者(気くばりさん、福祉委員、笑顔マイレージ)
の情報(活動実態，居住地，特技等)について地域福祉コーディ
ネーターとの情報共有が不十分であるため，居住地や特技等を考
慮した効果的なコーディネートの方法について検討が必要。

29
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方
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【28年度】 【29年度】

気くばりさん 364名 469名

福祉委員 7地区99名 11地区150名

こうち笑顔マイレージ(登録者) 312名 373名

〃 (事業所) 138ヶ所 160ヶ所

ひまわりプロジェクト(実施ヶ所) 330ヶ所 440ヶ所

(平成30年2月15日現在)



実 施 評 価

方
針(

案)

小地域で展開される地域福祉活動の拡大
①小地域での居場所づくりや見守り体制づくり ②身近な地域で住民が集い,話し合える場づくり ③支え合いマップづくりの活用

(１)成果
①既存の居場所を活用した見守りの仕組みづくり

百歳体操会場において、支え合いマップづくり

「最近、体操に来なくなった人が閉じこもり気味」
課題の共有により、助け合い意識の醸成に繋がっている。

こども食堂による生活困窮者支援
こども食堂につながった生活困窮世帯に対して,現物給付

を中心とした見守り支援を実施

②小地域福祉活動の拡がり(Ｈ27中間評価時との比較)
【住民主体の居場所づくり】※行政区単位で表示

・子育てサロン :  ８地区 ⇒ １４地区(17ヶ所)

・サロン(高齢・障がい)         ： 12地区 ⇒ １７地区(45ヶ所)

・認知症カフェ ： 8地区 ⇒ １４地区(20ヶ所)

・こども食堂 こどもの居場所 :  実施なし ⇒ １４地区(24ヶ所)

【話し合いの場づくり】 ※行政区単位で表示

・住民座談会 ： 実施なし ⇒ ３地区(7ヶ所)

・支え合いマップづくり： 2地区 ⇒    ４地区(12ヶ所)

(２)課題
①既存の活動者に対して小地域における助け合い意識の啓発強化。
②共生型の居場所づくりに向けた既存の場の機能強化と新規立上げ

支援の実施
③市全域での支え合いの仕組みづくりに向け，小地域福祉活動の更

なる拡充と取り組み未実施地区への積極的な働き掛けが必要。

住民主体による小地域福祉活動の拡充
①既存の場を活用した見守りの仕組みづくりのため，活動者に対する働き掛けを通じて助け合いの意識の啓発を図る。
②小地域における居場所の継続及び新規立上げ支援と誰もが気軽に立ち寄り交流のできる拠点づくりを支援する。
③地域課題に対する学習会や話し合いの場づくりを通じ，住民が主体的に地域課題及び地域生活課題を把握する機会を積極的に設ける

とともに、把握した課題に対して解決に向けた具体的な活動を支援する。

小地域で展開される地域福祉活動の実施
①小地域での居場所づくり

②話し合いの場づくり

Ｈ28 Ｈ29

住民座談会 5 7

支え合いマップづくり 3 12

基本目標２(重点) 小地域での支え合い活動の推進とニーズの早期発見
２－１住民主体の小地域福祉活動の推進

<住民座談会>
桜馬場・八反西・新屋敷二丁目
城北町・朝倉ニュータウン
三里地区2か所(百歳体操・サロン)

<支え合いマップづくり>
久重地域(8集落)・比島4丁目
三里新築・八反西・桜馬場

H25 H26 H27 H28 H29

百歳体操 306 319 331 347 360

子育てサロン 8 8 9 11 17

サロン
(高齢・障がい)

36 43 51 56 45

認知症カフェ 2 3 10 18 20

こども食堂
こどもの居場所

- - 3 13 24

29
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地域福祉コーディネーターによる，集いの場の立ち上げ支
援及び運営継続支援を実施。



実 施 評 価

方
針(

案)

基本目標２(重点) 小地域での支え合い活動の推進とニーズの早期発見
２－２ 地域ニーズの早期発見

(１)繋がり(住民同士・住民と専門職)の構築による孤立予防
①民生委員児童委員との連携強化
②小地域福祉活動の充実による課題の早期発見・早期対応

(2)避難行動要支援者対策、救急医療情報キットなどの取り組みを中心とした住民同士の助け合い・支え合い活動の推進

(１)民生委員児童委員との連携強化
毎月の定例会への出席及び日々の活動を通して連携体制の構

築に努めた。
(２)小地域福祉活動の充実による見守り体制の構築

小地域における住民座談会，居場所づくり，見守り活動の展
開によってニーズの早期発見に努めている。

(３)高知市生活支援相談センターとの連携

地域福祉コーディネーターと上記センターとの連携：13件
地域福祉コーディネーターが地域支援の中で繋がった企業

による生活支援相談センターの実施する支援への協力

(４)避難行動要支援者対策(久重地域自主防災会)との協働
個別計画の策定過程に支え合いマップづくりの手法を活用す

ることで,防災と福祉の取り組みを一体的に推進

(５)救急医療情報キットによる見守り体制づくり
定期的な救急医療情報の更新による見守りの仕組みづくり

平成25年度より取り組みが開始 総配布数：13,531本
(20地区にて実施)

(１)成果
①潜在化している個別課題の早期発見・早期対応

・住民座談会への参加者が,近所で困惑する障がい者に声を掛け、
地域福祉コーディネーターへ繋ぐ役割を発揮(小高坂地区)

・子ども食堂へ,支援が必要な家庭の子どもが繋がってきており,
ボランティアや各種専門機関が連携し,支援を実施

②災害時避難行動要支援者対策との協働
支え合いマップづくりの手法を用いることで要支援者の心身の

状況に加え,地域とのつながりについても可視化し共有すること
で，課題解決に向けた検討も行えている。

③救急医療情報キットを題材とした研修会の開催
導入地域のフォロー体制の充実と未導入地区への啓発を目的に

研修会を開催。キットの活用により迅速な救急搬送に繋がった事
例等を共有することで,活動継続の意欲向上にも繋がっている。

(２)課題

①地域課題に関する学習会の実施等，住民の地域福祉活動への関心
を高めるための取り組みが必要

②民生委員児童委員との更なる連携強化による課題の早期発見・早
期対応ができる体制づくり

③高知市生活支援相談センター等，各専門機関との連携強化及び協
働体制の整備が必要

地域が抱える課題に対して関心を持つ住民の増加による孤立を生まない地域づくり
①避難行動要支援者対策や地域課題に関する学習会の実施等を通じ,地域における助け合いの必要性について意識啓発をする。
②民生委員児童委員をはじめ地域福祉推進のリーダーとなる住民との連携強化により，課題の早期発見・早期対応のできる体制づくり
③生活支援相談センター及び社会福祉法人等との連携・協働体制の整備により,相談者のニーズに応じた社会資源へのつなぎと個別事例

を通じた支え合いの地域づくりを実践する。
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Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 計(本)

5,400 4,254 1,891 1,350 936 13,531

【配布状況】



実 施 評 価

方
針(

案)

基本目標３ 地域での支え合いの仕組みの構築
３－１ 地域の各種団体・組織等との連携強化

(１)高知市地区社会福祉協議会連合会の事務局機能の強化
①研修内容の充実及び参加しやすい運営方法の検討
②福祉委員やサロン,百歳体操のお世話役など地域で活動する方が情報交換できる場づくり

(2)「地域づくり」と関連した各種団体や施策との連携及び協働による一体的な取り組みの推進

(１)地区社協間の情報交換と連携体制づくり

①高知市地区社会福祉協議会連合会の活動
全体研修会２回 情報交換会２回
先進地視察研修(愛媛県松山市清水地区・小野地区)

②研修内容の充実による参加者の増加と実際の活動への
参加に向けたキッカケづくり

参加者数：234 名(前年比＋37 名)

研修テーマ：子どもの居場所，救急医療情報キット，
福祉委員

(２)地域で活動する方が情報交換できる場づくり
①住民主体の集いの場の交流会(三里地区)
②当事者団体を中心とした脳卒中サミット(市全域)

(3)「地域づくり」と関連した各種団体や関連施策との協働
による取り組みの一体的な推進

①災害時避難行動要支援者対策との協働(久重小学校区)
(支え合いマップの手法を用いた個別計画策定支援)

②重点継続要医療者支援対策との協働(朝倉地区・小高坂地区)
(個別計画策定過程における地域とのつなぎ)

③学校支援地域本部事業との協働(西部中学校・旭小学校)
(市社協登録ボランティア気くばりさんの活用)

④地域内連携協議会の取り組みとの協働(久重小学校区)
(まちづくり計画をもとに具体的な活動の展開を支援)

(1)成果
①地区社連情報交換会への参加をキッカケに活動意欲が向上

参加者126名のうち91名が研修受講後、

地域福祉活動への取り組み意向あり。

②福祉委員制度の拡がり
福祉委員制度を導入している地区社協が中心となり，活動事例

の共有や取り組みの効果等，未導入地区に対して積極的なＰＲを
実施することにより，導入地区及び委嘱人数の増加につながって
いる。

福祉委員：7地区99名 ⇒ 12地区150名(再掲)

③地域づくりと関連した施策との連携・協働による地域福祉
の一体的な推進

地域づくりと関連する各部署と位置づけや役割分担を整理し，
連携を強化することで一体的な取り組みの推進につながっている。

(２)課題

①地区社連情報交換会等の研修内容の充実による参加者の更なる拡
大が必要

②情報交換会等の参加者が地域福祉活動へつながるようなコーディ
ネートが実施できていない。

③各種施策との連携・協働の体制づくりは進んでいるが,まだ一部
であり,更なる連携による取り組みの一体的な推進が必要

(1)高知市地区社会福祉協議会連合会の事務局機能の更なる強化
①地区社連情報交換会等の研修内容の充実による参加者の更なる拡大
②地区社連情報交換会等の参加者が地域福祉活動へ参加する機会の充実とコーディネート機能の強化

(2)「地域づくり」と関連する各種団体・施策との更なる連携・協働による取り組みの一体的な推進
先進事例を参考に，各種団体や関連施策との位置づけや役割を整理しながら，一体的な取り組みの推進を図る。
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実 施 評 価

方
針(

案)

基本目標３ 地域での支え合いの仕組みの構築
３－２ 地区社協(小地域の福祉活動を中地域でまとめる組織)への支援

(１)地区社協への支援と連携
地区社協の活動への助成により,活動の充実を図る。

(２)地域課題の解決に向けた話し合いの場(地域支え合い会議)の開催支援
エリアや会議の内容,構成員(市・専門職・住民)など,それぞれの地区の実情に応じた方法を検討する。

(1)地区社協活動に対する助成

①地区社協活動助成事業
救急医療情報キット、地区社協ごとの先進地視察研修 等

②ふくしのまちづくり事業
配食等による見守り、世代間交流事業の実施 等

(2)地域課題の解決に向けた話し合い(地域支え合い会議)
の開催支援
①地区社協単位での話し合いの場づくり(秦地区)

地区社協が主催し、学習会及びワークショップを開催。
地域課題の共有に加え，課題解決に向けた検討を実施。

②小地域単位での話し合いの場づくり
地区社協構成員で地域支え合い会議に参加していた住民

の中で地域福祉活動に積極的な住民をキーパーソンとし，
小地域単位での話し合いの場づくりを支援。
・小高坂地区(町内会単位)
(桜馬場・城北町・新屋敷二丁目・八反西)

③先進事例の他地区への水平展開
小高坂地区及び秦地区の取り組みを他地区においても展

開するべく,様々な機会を捉えて周知している。

(１)成果
①地域性に応じた話し合いの場づくり
・地区社協(行政区)単位での開催

地区社協単位での取り組みを展開することで，各種団体の積
極的な参画につながった。

・住民に身近な圏域(町内会・自治会)単位での開催
小地域(町内会単位)における話し合いの場づくりによって,

地域課題のみならず地域生活課題についても共有することがで
き,解決に向けた取り組みの展開ができている。

②小地域での取り組みを通じた地区社協の活性化
地区社協単位での取り組みをキッカケに，地区社協構成員の中

から想いのある住民を発掘。発掘した住民を中心に小地域(町内
会単位)において取り組みを展開することで，地区全体の活性化
にもつながっている。

(２)課題

①地区社協が取り組む見守り体制づくりや世代間交流などの地域福
祉活動への支援の更なる充実が必要

②既に取り組んでいる地区の情報提供等，話し合いの場づくりに向
けた積極的な働き掛けが必要

地区社協活動への支援と更なる連携の強化
①地区社協が展開する見守り体制づくりや世代間交流などの地域福祉活動に対して,財政的支援等を実施する。
②先進事例等を参考にエリア設定や会議の内容などについて検討し，それぞれの地域性に応じた話し合いの場づくりを支援することで，

住民が主体的に地域課題を把握し,解決を試みる体制づくりを推進する。
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実 施 評 価

方
針(

案)

基本目標４ 地域ケアネットワークシステムの構築
４－１ 専門職やサービス事業者と小地域での活動と連携強化
４－２ ブロック圏域での専門機関による連携強化

(1)地域住民と専門職(専門機関)が協働した地域づくりの実践
①小地域福祉活動をはじめ各種の地域福祉活動への専門職の参画をコーディネートすることで,地域住民と専門職の連携体制を構築する。

(2)分野を越えた各種団体や組織との更なる連携強化と協働体制の構築
地域福祉コーディネーターのＰＲ活動等を通じ,児童福祉・障がい者福祉・社会福祉法人等との連携強化を図る。

(１)住民と専門職が協働した地域づくりの実践
①地域住民を交えた支援検討会の開催
②専門職と小地域福祉活動とのつなぎ

(２)分野を越えた各種団体や組織との連携強化

児童福祉・障害者福祉・学校教育分野との連携を強化するため,各分野の開催する会議等へ積極的に参加する。

(1)住民と専門職が協働した地域づくりの実践

①地域ケア会議(高齢者支援センター主催)への参画
ケアマネや介護保険サービス事業所、民生委員児童委員、

地域住民など、多職種多機関での事例検討によって，課題の
解決に向けた検討と支援者のネットワーク構築に努めた。

②自立支援協議会(障がい福祉課主催)への参画
地域福祉コーディネーターの役割の周知を通じて，連携の

強化に努めた。

③専門職と小地域福祉活動との連携強化
・地域福祉コーデ―ィネーターとスクールソーシャルワー

カー，就学促進員の懇談会を実施。子ども食堂・こども
の居場所について情報提供することで,活動を通じた住民と
専門職の連携強化につながった。

・社会福祉法の改正により,社会福祉法人に地域における公益
的な取り組みの実施に関する責務規定が創設され,新たな取
り組みの仕組みづくりの検討を実施している。

(2)地域福祉コーディネーターの役割周知
児童,障がい,高齢等各分野の相談支援機関,行政,民間事業者

に対して,地域福祉コーディネーターの役割等についてＰＲ活動
を積極的に実施。

啓発回数：11回 296人

(１)成果

①小地域福祉活動と専門職の連携・協働
子ども食堂の活動を通じた地域住民と専門職の連携・協働に

よって,課題の早期発見と早期対応の体制づくりが進んでいる。

②遺贈を受けた建物を活用した地域の拠点づくり(朝倉地区)
市社協へ遺贈を受けた建物の活用に向けて，近隣町内会との意

見交換を行い，検討を重ねている。

③分野を超えた各種専門機関との連携の拡充
総会や研修会等,様々な機会を捉え,児童・障がい・高齢等の各

分野に対して地域福祉コーディネーターのＰＲ活動を実施し，連
携の強化に繋がっている。

関係機関からの相談件数：145 件(平成30年1月末現在)

相談内容：集いの場などインフォ―マル資源について

(２)課題

①住民と専門職の協働による地域づくりの実践について，取り組み
の実施数が少なく，市全域への拡がりが不十分。

②連携する関係機関の更なる拡大
児童福祉・障がい者福祉・社会福祉法人等との連携の強化が必要
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実 施 評 価

方
針(

案)

基本目標５(重点) 地域福祉を推進するための体制基盤づくり
５－１ 市及び市社協の役割の見直しと体制の強化

(1)地域福祉コーディネーターの資質向上
(2)地域づくりにかかわる各部署との更なる連携の強化

(１)地域福祉を推進する体制の強化
①高知市からの職員派遣

平成29年度：４名(事務職２名・保健師２名)

②地域福祉コーディネーターの配置

平成29年度：１５ 名(前年比＋４名)

③地域支援事例検討会の開催
平成29年度：１２回開催(月１回開催)

個別支援事例や地域支援事例に対してスーパーバイザー
及び関係機関も交え事例検討会を実施

④チーム制による地域支援体制の整備
地区担当制からチーム制(東西南北)へ変更することで,知

識や経験年数等による支援の格差が生まれないよう努めた。

⑤高知市部局研修会への参加
「大阪府豊中市社協の取り組み」を参考に,計画見直しに向

けた社協内ワーキンググループを立上げ,次期計画に向けた
検討を実施している。

(２)地域を舞台に施策を展開する各部署との更なる連携強化

①防災福祉部会への参画
地域コミュニティ推進課,地域防災推進課,市社協が参加

し,実務担当者同士の情報交換を東西
南北４ブロックにて実施

②児童福祉分野との連携強化
スクールソーシャルワーカー,母子保健課との懇談会を実

施。地域情報の共有等を行い,連携体制の構築に努めた。

(１)成果
①地域福祉コーディネーター増員による地域支援体制の充実

・啓発回数増加に伴う認知度の向上による担い手の発掘
地域踏査の回数が増えることに伴い、啓発(コーディネー

ターの周知,気くばりさん等のボランティアの周知等)の回数も
増加。新たな担い手の発掘にもつながっている。

・小地域福祉活動への支援の充実
深く地域に関わることができるようになり,小地域単位で取

り組まれている地域福祉活動(居場所や見守り活動など)の把
握及び生活課題を拾い上げることができるようになってきて
いる。

②各部署との連携強化による取り組みの一体的な推進
防災福祉部会への参画によって,行政の関係部署との情報共有

及び連携が進み,各分野別のキーパーソンの把握と顔の見える関
係づくりにつながっている。

(２)課題

①地域福祉コーディネーターのスキルアップ体制の整備
複雑かつ多様な福祉課題，生活課題に対応する実践力を強化す

るため，地域を基盤とした支援に関する知識や技術レベルを高め
る必要がある。

②地域づくりにかかわる各分野との協働体制の更なる強化と,これ
まで特にかかわりの少なかった障がい者福祉・学校教育分野との
連携・協働

(1)地域福祉コーディネーターのスキルアップ体制の整備
キャリアパスの作成及び研修機会の充実等を通じて，スキルアップ体制を整備する。

(2)地域づくりにかかわる各部署との連携・協働体制の構築
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