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第2章 推進のための取組（推進の柱と具体的取組） 

 

第３期横浜市地域福祉保健計画の方向性（期間：平成 26 年度～30 年度） 

 

＜基本理念＞誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる「よこはま」を

みんなでつくろう 

基本理念実現のための＜重要な視点＞ 
① 住民主体と協働による地域福祉保健の推進 

② 誰もが自分らしく地域で暮らし、共に支えあう社会 
（ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン） 

③ 自助の力を高める「一人ひとりの健康」を大事にしながら、 
誰もが健康にすごせる社会 

 

 
 

基本理念の実現に向けた取組 

 

 
＜総合目標＞ 

① 人と人とのつながりを地域資源の一つとして積み重ねていく意義の浸透 

② 自助・共助・公助の組み合わせによる誰もが健やかで安心して生活できる地域づくり 

③ 幅広い市民参加を重視した地域社会全体の活力向上 
 

３つの＜推進の柱＞ 

 

推進の柱１地域住民が主役となり地域課題に取り組むための基盤をつくる 

推進の柱２支援を必要とする人が的確に支援へつながる仕組みをつくる 

推進の柱３幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる仕掛けをつくる  

*1 ノーマライゼーション：障害のある人が障害のない人と同等に生活し活動できる生活条件（環境や制度）を作りだすこと。 

*2 ソーシャルインクルージョン：「社会的包摂」などと訳され、どのような課題のある人たちも排除せずに社会の一員として

包み込み、ともに助け合って生きて行こうという考え方。 

     誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる 

    「よこはま」をみんなでつくろう 
＜基本理念＞ 

基本理念実現のための＜重要な視点＞ 

① 住民主体と協働による地域福祉保健の推進 

② 誰もが自分らしく地域で暮らし、共に支えあう社会 

（ノーマライゼーション*1、ソーシャルインクルージョン*2） 

③ 自助の力を高める「一人ひとりの健康」を大事にしながら、 

誰もが健康にすごせる社会 

＜総合目標＞ 
① 人と人とのつながりを地域資源の一つとして積み重ねていく意義の浸透 

② 自助・共助・公助の組み合わせによる誰もが健やかで安心して生活できる地域づくり 

③ 幅広い市民参加を重視した地域社会全体の活力向上 

推進の柱１ 
 
地域住民が主役となり 

地域課題に取り組むため 

の基盤をつくる 

 

推進の柱２ 
 
支援を必要とする人が 

的確に支援へつながる 

仕組みをつくる 

推進の柱３ 
 
幅広い市民参加から 

地域福祉保健の取組が 

広がる仕掛けをつくる 

誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる 

  「よこはま」をみんなでつくろう 

 

＜基本理念＞ 
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３つの「推進の柱」における主要な取組 

 

推進の柱１ 地域住民が主役となり地域課題に取り組むための 

基盤をつくる 

【主要な取組】 

 地区別計画の取組を更に推進する体制・方法を示します。 

 ○地区別計画推進の仕組みや住民主体の取組を推進する体制・目標の明確化 

○現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化、効果的な取組推進 

○地域の取組を支え、地域では解決できない課題を解決する、区域の取組推進 

 

 

 

 推進の柱２ 支援を必要とする人が的確に支援へつながる 

仕組みをつくる 

【主要な取組】 

身近な地域における課題の早期発見・共助の仕組みの連動を 

強化します。 

 

○自助・共助・公助の組み合わせによる、支援が届かず様々な生活課題を抱えている人に気付き、

支える仕組みの強化 

○個別課題を地域課題につなげ、身近な地域で生活課題を把握・調整・解決し、区域や市域の取組

に反映させる仕組みづくり 

○健康づくり･保健の取組を活用した自助･共助の充実 

○地域拠点である地域ケアプラザが中核的な役割を担うための人材育成等の推進 

  

推進の柱３ 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が 

広がる仕掛けをつくる 

【主要な取組】 

企業、学校等の様々な主体と連携し、ターゲット層を 

明確にしながら、市民参加の働きかけを強化します。 

 

○企業やNPO・社会福祉施設等、様々な主体との連携と活動への参加の促進 

○子どもや若年世代・高齢者・障害者等を含むすべての人を対象に、 

つながりや支え合い、さまざまな活動に参加することの啓発の実施 

 （小・中学校におけるつながりづくりや地域理解の啓発の推進等） 

○高齢者が健康づくりに努めながら、意欲と能力が発揮できる 

「場」と「出番」づくり 

推進の柱１ 地域住民が主役となり地域課題に取り組むための 

基盤をつくる 

【主要な取組】 

 地区別計画の取組を更に推進する体制・方法を示します。 

  

○地区別計画推進の仕組みや住民主体の取組を推進する体制・目標の明確化 

○現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化、効果的な取組推進 

○地域の取組を支え、地域では解決できない課題を解決する、区域の取組推進の支援 

推進の柱２ 支援を必要とする人が的確に支援へつながる 

仕組みをつくる 

【主要な取組】 

身近な地域における課題の早期発見・共助の仕組みの連動を 

強化します。 

 

○自助・共助・公助の組み合わせによる、支援が届かず様々な生活課題を 

抱えている人に気付き、支える仕組みの強化 

○個別課題を地域課題につなげ、身近な地域で生活課題を把握・調整・解決し、

区域や市域の取組に反映させる仕組みづくり 

○健康づくり･保健の取組を活用した自助･共助の充実 

○地域拠点である地域ケアプラザが中核的な役割を担うための 

人材育成等の推進 

推進の柱３ 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる 

仕掛けをつくる 

【主要な取組】 

学校、企業等の様々な主体と連携し、対象層を明確にしながら、 

市民参加の働きかけを強化します。 

 

○子どもや若年世代・高齢者・障害者等を含むすべての人を対象に、 

つながりや支え合い、さまざまな活動に参加することの啓発の実施 

 （小・中学校におけるつながりづくりや地域理解の啓発の推進等） 

○高齢者が健康づくりに努めながら、意欲と能力が発揮できる 

「場」と「出番」づくり 

○企業やNPO法人・社会福祉施設等、様々な主体との連携と活動への参加の促進 
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第３期横浜市地域福祉保健計画取組の体系図 

名称 第３期横浜市地域福祉保健計画

愛称 よこはま笑顔プラン

基本理念 誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる「よこはま」をみんなでつくろう　

重要な視点 ①住民主体と協働による地域福祉保健の推進

　地域福祉保健の目指す、「誰もが地域で安心して健やかに生活を送れるようにすること」を実現
するためには、住民の主体的参加と協働の場づくり、関係者間のネットワークづくりが不可欠であ
り、今後も様々な担い手が連携し地域福祉保健推進のための活動に取り組むことができるよう、住
民主体と協働による取組を進めていきます。

②誰もが自分らしく地域で暮らし、共に支えあう社会
　（ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン）

　自ら地域で声を上げにくい人々が抱える様々な生活課題を地域課題として共有し、障害や病気
がある人もない人も、社会の一員として、支えあい、互いに尊重し、助けあって生きていく地域社会
をつくっていきます。

③自助の力を高める「一人ひとりの健康」を大事にしながら、
　　誰もが健康にすごせる社会

　地域福祉保健活動の充実を図ることにより、個人の健康への関心を高め、自発的に健康づくり
に取り組めるようにしていきます。地域のさまざまな取組に、健康につながる視点や要素を織り交
ぜていくこと等を通じて、お互いの健康を守り大切にする社会を目指します。

総合目標 ①人と人とのつながりを地域資源の一つとして積み重ねていく意義の浸透

　地域社会における「人と人とのつながり」を築いていき、そこから「信頼感」「お互いさまの関係性」
を生み出すことが、住民が地域課題に向きあう際の資源となることについて、あらゆる世代の理解
が進むようにします（ソーシャル・キャピタル：地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといっ
た社会関係資本等）。

②自助・共助・公助の組み合わせによる誰もが健やかで安心して
　　生活できる地域づくり

　身近な地域などのつながりで支えあう取組を一層進めるとともに、必要な公的サービスを提供す
る仕組みと、全ての市民が本来持っている自助の力をより高める取組を適切に組み合わせること
によって、誰もが健やかで安心して生活できる地域をつくります。

③幅広い市民参加を重視した地域社会全体の活力向上

　幅広い市民に向けて地域福祉保健活動への参加を呼びかける際には、「地域への愛着の醸
成」「それぞれの得意なことを生かした出番づくり」「参加する市民自身にとっての達成感」といった
視点を重視し、持続可能な活動の促進を図り、地域社会全体の活力を高めていきます。
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推進の柱１　地域住民が主役となり
地域課題に取り組む
ための基盤をつくる
＜柱1-1＞ 地域課題の解決に
向けた支援の拡充
（地区別計画及び
区計画の策定・推進）
柱1-1-1 区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援の体制づくりと支援目標の明確化

柱1-1-2
個別支援と地域支援の連動を見据えた施策の展開と地域の様々な取組を有機的・重層的に機能させる
ためのネットワークづくり

柱1-1-3 現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化と支援のあり方の明確化

柱1-1-4 地域福祉保健推進の環境整備

推進の柱２　支援を必要とする人が的確に
支援へつながる仕組みをつくる
＜柱2-1＞ つながりを生かした
見守りの充実
柱2-1-1 平常時における地域主体の見守り活動の充実や災害時要援護者支援の推進

柱2-1-2
孤立防止や虐待防止等の啓発により過剰な個人情報保護を防ぎ、自ら積極的に助けを求める力をもつ
市民を増やす・ちょっとした変化に気づきつなげる市民を増やす

柱2-1-3
従来の取組では把握することが困難な対象層に対する、企業等との連携を介した地域における見守りの
仕組みづくりへの支援

＜柱2-2＞ 安心して健やかに
暮らし続けられる
地域づくり
柱2-2-1 個別支援が届かぬまま、様々な生活課題を抱えている人々の存在に気づき支え続ける仕組みづくり

柱2-2-2 地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みの充実と新たな取組の創出

柱2-2-3 健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づくり・保健活動の取組充実

柱2-2-4 保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携による支援の充実

柱2-2-5 地域ケアプラザがその機能と人材を生かすための環境づくり

柱2-2-6 地域福祉保健人材の育成

柱2-2-7 民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

柱2-2-8 サービスの質を向上させる仕組み

＜柱2-3＞ 地域での自立した
生活の支援
（権利擁護の推進）
柱2-3-1 身近な地域における権利擁護の推進

柱2-3-2 市民後見人の養成と活動支援

推進の柱３　幅広い市民参加から
地域福祉保健の取組が広がる
仕掛けをつくる
＜柱3-1＞ 次世代（子ども青少年）や
あらゆる市民に向けた
つながりづくりの推進
柱3-1-1 幅広い市民に向けた地域福祉保健計画のPR

柱3-1-2 地域全体で地域の一員として子育て世帯を見守り・支える風土をつくる

柱3-1-3 文化・スポーツ・健康づくり等をきっかけとしたつながりづくり

柱3-1-4 次世代(小・中学生）を対象としたつながりづくり・地域理解の重要性の啓発と地域への愛着の醸成

柱3-1-5 子どもと地域のつながりを深めるための学校・子育て支援関係機関との連携

柱3-1-6 各世代が抱える課題に当事者である世代自身が関心を高めていく

＜柱3-2＞ 自由に移動し様々な
活動に参加することが
できるまちづくりの推進
柱3-2-1 ソフトとハードが一体となった「福祉のまちづくり」

柱3-2-2 多様性の理解の普及啓発と当事者の社会参加の促進

＜柱3-3＞ 高齢者の意欲と
能力発揮の
「場」と「出番」づくり
柱3-3-1 高齢者の幅広い参加を促すための取組の推進

柱3-3-2 高齢者の意欲と能力が発揮できる新たな場と出番づくりによる地域活動の活性化

＜柱3-4＞ 活動が継続するための
手法の浸透・
企業やＮＰＯ等と
連携した取組の推進
柱3-4-1 地域で取り組む福祉保健活動の推進

柱3-4-2 活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ等の提供を通した活動の支援

柱3-4-3 企業とのパートナーシップによる課題解決に向けた取組の推進

柱3-4-4 ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの理解の促進と地域福祉保健活動との連携の推進

柱3-4-5 地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動の推進

柱3-4-6 NPO法人等と地縁組織との連携による地域福祉保健活動の推進

＜柱3-5＞ 地域資源の有効活用の
ための仕組みづくり

柱3-5-1
担い手育成や幅広い市民参加に向けた地域福祉保健の取組を広げるための地域に関わる様々な公的
機関の連携促進

柱3-5-2 地域の交流の場や機会づくり推進に向けた地域資源活用方法の検討
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～ 第２章の見方 ～ 

 
推進の柱 1 地域住民が主役となり地域課題に取り組むための基盤をつくる 

 

 
◆重点取組＜柱 1-1＞「重点取組」とは、各柱を推進するために必要となる重点事項 

地域課題の解決に向けた支援の拡充（地区別計画及び区計画の策定・推進） 

 

 

2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 

 2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 

 

○人口構成、住宅環境等の地域差が大きくなる

とともに、地域社会の取組を次世代に継続して

いくことが困難な地域が発生している。 

  

○より多くの地域で、地域の状況に応じ

た市民主体の課題解決に向けた取組が行

われている。 

 

 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 1-1＞ 

地域課題の解決に向け

た支援の拡充（地区別計

画及び区計画の策定・推

進） 

 

 

○各区創意工夫による区計画

策定・推進のこれまでの実践

を踏まえ、地域支援のあり方

が整理され、より充実した取

組が行われている。取組を進め

た結果として目指す姿 

 
＜柱 1-1-1＞重点取組を進めるための取
組 

区役所・区社協・地域ケアプラザによる

地域支援の体制づくりと支援目標の明確

化 

 

 

 

＜柱 1-1-1＞ 区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援の体制づくり 

と支援目標の明確化 

 

 
【現状と課題】「具体的な取組名」に関連する「現状と課題」を整理 

○ 18 区の第２期区計画のなかで、主に地区連合町内会（３層）又は地域ケアプラザのエリア

（４層：日常生活圏域）を圏域とする 235 の地区別計画を策定・推進しています。 

 

【これからの取組】 

 区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援のあり方を「第３期 区地域福祉保健計画策定・

推進指針」において整理します。 

市 市社協 

○ 区・区社協・地域ケアプラザが地区別支援チ

ームとして行う地域支援の役割の整理 

○ 広く地域の福祉活動をしている方々が参加す

る場である、中間支援組織として・・・ 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 地域主体の地域福祉保健活動の充実に係る自治会町内会及び地区社協等への支援 

想定した区域の取組を推進、支援、補完するような、 
市、市社協のそれぞれの役割を記載。 

 

※【これからの取組】の地域の取組については、地域が主体的に選択、決定していくものであることに加え、区

計画の中で地区別計画の活動を支える取組を考えるものとしているため、市計画では記載していません。 

例示 
「重点取組」とは、 
各柱を推進する 
ために必要となる 
重点事項 

重点取組を 
進めるための取組 

取組を進めた結果として目指す姿 

「具体的な取組名」に関連する「現状と課題」を整理 

想定した 
区域の取組 

想定した区域の取組を推進、支援、補完するような、 
市、市社協のそれぞれの役割を記載。 

現状と課題 

これからの取組 
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推進の柱 1 地域住民が主役となり地域課題に取り組むための基盤をつくる 
 
 
 
 
◆重点取組＜柱 1-1＞ 
 

地域課題の解決に向けた支援の拡充（地区別計画及び区計画の策定・推進） 
 
 
 
 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 

 2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 

 
○ 人口構成、住宅環境等の地域差が大きくな

るとともに、地域社会の取組を次世代に継続し
ていくことが困難な地域が発生している。 

  
○ より多くの地域で、地域の状況に応じ

た住民主体の課題解決に向けた取組が行
われている。 

 
○  公的機関は基本的な施策展開に加え

て、各地域の課題解決に向けた支援を行
っている。 

 
 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 
＜柱 1-1＞ 

地域課題の解決に向けた

支援の拡充（地区別計画

及び区計画の策定・推進） 

 
 

 
○ 各区の創意工夫による区

計画策定・推進のこれまでの

実践を踏まえ、地域支援のあ

り方が整理され、より充実し

た取組が行われている。 

 

○ 地域主体の取組の立ち上

げ・維持・発展とそれらのネ

ットワーク化を図る仕組み

により、地域課題が徐々に解

決されている。 

 

 
＜柱 1-1-1＞ 

区役所・区社協・地域ケアプラザによる地

域支援の体制づくりと支援目標の明確化 

 

＜柱 1-1-2＞ 

個別支援と地域支援の連動を見据えた施策

の展開と地域の様々な取組を有機的・重層

的に機能させるためのネットワークづくり 

 

＜柱 1-1-3＞ 

現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地

域の焦点化と支援のあり方の明確化 

 

＜柱 1-1-4＞ 

地域福祉保健推進の環境整備 
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◆重点取組＜柱 1-1＞ 

地域課題の解決に向けた支援の拡充（地区別計画及び区計画の策定・推進） 

 
＜柱 1-1-1＞ 区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援の体制づくりと支援目標の明確化 

 
 
 
現状と課題 
 
 

○ 18 区の第２期区計画の中で、主に地区連合町内会（３層）又は地域ケアプラザのエリア（４

層：日常生活圏域）を圏域とする 235 の地区別計画を策定・推進しています。 

○ 地区別計画の意義は、誰もが安心して生活するために地域で取り組むべき生活課題がある

ことに地域住民が気付き、地域と公的機関が課題の解決にむけて継続的に話し合い、協働し

課題解決に取り組むことにあります。 

○ 公的機関と地域住民による話し合いの場をもつ、課題を整理する、計画に掲げた取組を実

施する、進捗を振り返るという地区別計画の策定・推進の仕組みは定着してきています。 

○ 地区はそれぞれに特性があり、地区に合わせた支援の方法論が確立しているわけではない

ので、支援を行う中で効果的な方法を積み上げ、生み出していくことが求められています。 

○ 区・区社協・地域ケアプラザが地域への多様なチャンネルをもちつつ、お互いに情報共有

しながら地域支援に取り組んでいくことが大切です。 

○ 区・区社協・地域ケアプラザによる「地区別支援チーム」が地区別計画の策定・推進を支

援していますが、この他に、区においては総務部に「地域力推進担当」が設置されるととも

に、概ね地区連合町内会ごとに地域と区役所のつなぎ役となる「地区担当」が配置され、区

役所全体として「地域と向きあう体制」が整ってきています。 

○ 地域の様々なニーズに応えるため地域福祉保健の活動は多様化してきており、それらの活

動を地域の中で有機的につなげていく機能が求められています。 
 

これからの取組 
 

区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援のあり方を「第３期 区地域福祉保健計画策

定・推進指針」において整理します。 

市 市社協 

○ 区・区社協・地域ケアプラザが地区別支援チー

ムとして行う地域支援の役割の整理 

○ これまでの地域支援の取組を振り返ることに

より、求められるスキル・ノウハウの整理と情報

化 

○ 地域の実情に応じた支援目標を考える際の参 

考となる、地域活動の発展プロセスの整理 

○ 地域の取組を支え、地域では解決できない課

題を解決する、区域の取組推進の支援 

○ 広く地域の福祉活動をしている方々が参加す

る場である、中間支援組織としての地区社協の

役割を強化するため、区社協の地区社協支援に

おける課題の整理、研修手法等支援方策の検討 

○  区社協と地域ケアプラザの関係や役割を整理

し明確に示す 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 地域主体の地域福祉保健活動の充実に係る自治会町内会及び地区社協等への支援 

○ 地区社協の組織運営強化・事業推進を図るための地区の状況分析などの実施（区社協） 

○ 区域における区の実情に応じた体制づくり 

＜柱 1-1-1＞ 
区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援の体制づくり

と支援目標の明確化 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 1-1＞ 

地域課題の解決に向けた支援の拡充（地区別計画及び区計画の策定・推進） 

＜柱 1-1-2＞ 個別支援と地域支援の連動を見据えた施策の展開と地域の様々な取組を有機的・重層的に機能させるためのネットワークづくり  

 
 
 
 
 
 

 
○ 一人ひとりの生活を支えるために、公的サービスの利用支援、健康管理のためのアドバイ

ス、地域で行われているサロンへの参加や配食サービスを通した見守り活動の実施といった

福祉保健の観点から、公的機関だけではなく、事業者、地域施設関係者、民生委員・児童委

員、ボランティア等のたくさんの人々が支援を行っています。 

○ 関係者同士の連絡会議の開催が「顔の見える関係づくり」に大きく貢献してきた一方、会

議開催自体が目的になりやすいという課題があります。ネットワークづくりは誰のために何

を目指しているのか、連絡会議を実施する意図はどこにあるのかということを常に考え、ネ

ットワークづくりはその手段に過ぎないと捉えて取り組むことが重要となっています。 

○ 一人ひとりの方への支援のなかで感じる、「このような支援メニューがあれば、この方の生

活はより豊かになるのに」という「思い」が、公的機関と地域が協力して解決に向けた地域

福祉保健活動に取り組む原動力になります。 

○ 公的機関は、一人ひとりの困りごとへの個別支援から感じた課題を、地域の課題と捉え直

し、地域とともに課題解決に取り組む地域支援との連動を考えながら施策を展開することが

重要です。 

○ また、地域で行われている様々な取組同士で、お互いにその取組を認識し、役割分担をす

ること、また、様々な活動や支援が重なり合い、隙間やもれが生じにくい地域にするための

ネットワークをつくることが必要です。 

 
 
 

「顔の見える関係づくり」にとどまらないネットワークを充実させます。 
 

市 市社協 

○ 個別支援と地域支援を連携させ、同じ問題で
困る人が繰り返し発生することを減らす予防策
や対応策の充実（柱 2-2-2 にも関連） 

○ 地区別計画や区域とは違う圏域で取り組むテ
ーマ型活動等の支援 

○ ネットワークが「有機的・重層的*」に機能し
ている姿の理解の促進 

○ ネットワークを作りやすくする市レベルの調
整、仕組みづくり 

○ 身近な地域におけるつながり、支えあい活動
の推進を支援  

○ 行政・社協・地域ケアプラザの協働による、
地域（１～４層エリア）、区域（５層）、市域（６
層）ごとの地域課題の把握・検討・解決の取組を
推進支援 

○ 社協の会員組織による協議体の強みを生かし
たネットワークづくりを推進する 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区・区社協・地域ケアプラザが、それぞれに寄せられる相談や各種事業から把握された個別課題を持ち寄り、

地域ごとに集約・整理し、共有できる体制の充実 

○ 個別支援に役立つ地域支援、地域支援を補完する個別支援という連動を意識した展開 

○ 区、区社協、地域ケアプラザ職員がネットワーク同士のつなぎ役になることによるネットワークの拡大 

○ 分野別に構築されているネットワーク同士をつなぐ機会の設定 

○ 協議体としての区社協、地区社協の強みを生かした有機的・重層的なネットワークづくり（区社協） 

* 有機的・重層的：次頁を参照 

 

現状と課題 

＜柱 1-1-2＞ 

 

個別支援と地域支援の連動を見据えた施策の展開と地域の様々な

取組を有機的・重層的に機能させるためのネットワークづくり 

 

 

これからの取組 
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※有機的・重層的に機能しているネットワークによる効果の例

～要介護高齢者支援のネットワークをイメージして～

   

＜有機的・重層的なネットワークとは＞

【重層的】介護保険制度によるサービスでは対応できないことが、介護保険制度以外によるサービスや
ボランティアによる支えあい活動などで対応できている。

【有機的】居宅介護支援事業者（ケアマネジャー)、サービス事業者、施設、医療機関、ボランティア団
体、民生委員児童委員協議会、区福祉保健センター、地域ケアプラザ、区社協等、要介護高齢者への
支援に携わる関係機関同士が、お互いのできること・できないことを共通理解し、それぞれの役割が機
能しあうことにより、この地域の要介護高齢者を支えていることを共通認識している。

支援が必要な人

○○ボラン
ティア

有償○○サービス

公的○○
サービス

市○○事業

「重層的」
支援が必要な人を支える
制度や活動の守備範囲が
重なり合って、そこから
抜け落ちる人が
少なくなっている状態

「有機的」
共通の目的をもつ制度や活動の担当者同士が情報を共有し、
相互理解と役割分担が進んでいる状態

公的○○
サービス
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◆重点取組＜柱 1-1＞ 

地域課題の解決に向けた支援の拡充（地区別計画及び区計画の策定・推進） 

 

 

＜柱 1-1-3＞ 現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化と支援のあり方の明確化 

 
 
 
 
 

○ 統計データ等で市内全域を見ると、類似する区、類似する地区が確認できますが、区レベ

ルでは詳細な多くの情報が把握できる一方で、１地区１地区の違いが大きく見えることによ

り、類似する地区に分けて必要な支援を考えることは難しいという側面があります。 

 ○ 区を越えて、類似する地区に対する地域支援のあり方を情報共有したり、全市的にみて重

点的な支援が必要な地域を検討するなど、区と市の連携によって地区別支援のあり方を検討

することが必要となっています。 
 
 
 
 

地区別計画の策定・推進状況や国勢調査等の地区別集計の分析等を踏まえた、重点的支援が

必要な地域への取組を充実させます。 

市 市社協 

○ 重点的な支援が必要な地域の共通項と効果的

な支援策の検討 

○ 地域状況や地域活動のプロセスに応じた支援

を行うための「地域の見守りネットワーク構築

支援事業」の充実 

○ 区局及び社協、地域ケアプラザの協働による

重点的な地区別支援の実施 

○ 市レベルの事例共有、スキル・ノウハウの共

有 

○ 取組を進める上での局内調整や区間調整 

○ 専門家チームによるアウトリーチ等の仕組み

の検討 

○ 地域課題の把握とその解決に向けた的確な地

域支援を行うため、地域の実情や社会資源等の把

握と評価（地域アセスメント）の取組の推進 

○ 地区連合町内会 （地区社協）エリア（第３層）

における地域アセスメント・地域データ分析等の

方法の普及 

○ 身近な地域（第 1～２層）のアセスメント・地

域分析を行う手法を検討し、より重点的に支援す

べき地域の把握や地域間検討を行う 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区・区社協・地域ケアプラザそれぞれが把握している地域情報の共有の充実 

○ 区レベルでの地域間比較、分析を踏まえた支援策の検討 

○ 支援が必要な地区への重点的支援の実施 

○ 類似地区の取組の実践を通じた、効果的な取組の検証 

○ 必要な支援を受けていないと想定される人への個別アプローチの推進 

現状と課題 

＜柱 1-1-3＞ 

 

現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化と 

支援のあり方の明確化 

 

 

 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 1-1＞ 

地域課題の解決に向けた支援の拡充（地区別計画及び区計画の策定・推進） 
 
 
＜柱 1-1-4＞ 地域福祉保健推進の環境整備 

 
 

 
 
 

 

○ 平成 25 年度までに、地域ケアプラザ 130 か所、福祉保健活動拠点 18 か所が整備され、身

近な地域で福祉保健を推進する環境が整えられてきています。 
 
 
 

日常生活圏域の活動拠点の整備を進め、地域活動の場、活動に関する相談や支援を受けられ

る場として有効活用できるようにします。 

 

市 市社協 

○ 地域ケアプラザなど日常生活圏域の活動拠点

の整備 

○ 特に高齢者人口が多い地区には、出張相談を

行えるようにするなどのきめ細やかな対応の推

進 

○ 高齢福祉部会・地域ケアプラザ分科会を通じ

た、地域福祉保健活動の推進のための情報やノウ

ハウ提供や共有の推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 地域ケアプラザと福祉保健活動拠点の場の提供と活動の支援 

 

現状と課題 

＜柱 1-1-4＞ 

 
地域福祉保健推進の環境整備 

これからの取組 
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＜コラム＞ 「区地域福祉保健計画策定・推進指針」の概要について 

 

○ 「区地域福祉保健計画策定・推進指針」とは、区・区社協・地域ケアプラザ職員向けに、区計画

及び地区別計画を策定・推進していくために参考になる考え方や方法を取りまとめたものです。 

○ 第３期区計画に向けた改定版を、区・区社協・地域ケアプラザ職員の経験をふまえて作成してい

ます。 

○ 計画策定・推進のために必要な組織と体制、地区別計画の策定や地域主体の活動を支援する際に

必要とされる姿勢やスキルとノウハウ、計画策定の流れや工程のイメージ例などを掲載しています。 

 

 

＜コラム＞ ～身近な福祉保健の拠点～ 地域ケアプラザ 

  

地域ケアプラザは、「地域の福祉保健の拠点」として地域の中でネットワークづくりを行うとともに、

地域及び行政と連携し、地域の中での孤立を防ぎ、支援が必要な人を把握し支援につなげていく役割

を担っています。 

・・・地域ケアプラザの３つの機能・・・ 

 

 

③ 福祉・保健サービス 

・高齢者デイサービス等 

② 福祉・保健の相談・支援（地域包括支援センター） 

・福祉保健に関する相談、助言、調整（高齢者、こども、障害者等） 

・介護予防・認知症予防教室の開催など、介護予防の取組 

・成年後見制度の活用や高齢者虐待防止などの権利擁護 

・地域のケアマネジャー支援や事業者や地域の関係者などとの支援の 

ネットワークづくり 

① 地域活動・交流 

・地域の福祉保健活動の拠点として活動の場の提供 

・地域の福祉保健活動の支援やネットワークづくり 

・ボランティア活動の担い手を育成 

コラム 

コラム 

ようこそ 

「地域ケアプラザ」へ！ 



58 

推進の柱 2 支援を必要とする人が的確に支援へつながる仕組みをつくる 
 
 
 
◆重点取組＜柱 2-1＞ 

 
つながりを生かした見守りの充実 

 
 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 
 2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 
 
○ 単身世帯・夫婦のみ世帯・ひとり親世帯・

孤立している子育て世帯・老障介護
＊
世帯等の

増加により、家族機能を補完する地域のつな
がりがますます必要になっている。 

 

○ 大規模な地震等による災害に備えた自助・
共助・公助による取組の推進が求められてい
る。 

  
○ 困ったときに自ら「助けて」と言える

力をもつ市民が増えるとともに、明確な
情報発信ができない人々の存在にも目を
向け、日常的なつながりによりいざとい
う時に助けることができる活動が広がっ
ている。 

 

○ 日頃からの見守り・支えあいの取組の
充実と、災害時要援護者支援や防災を目
的とした取組の推進等によって、地域の
つながりと安心・安全が広がっている。 

 
 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 2-1＞ 

つながりを生かした見守
りの充実 

 

 

 

○ より多くの地域で、平常時
でも災害時でも、支援が必要
な人の存在に周囲の人々が
気づき、速やかに的確な支援
へつながる仕組みができて
いる。 

 

 

＜柱 2-1-1＞ 

平常時における地域主体の見守り活動の充
実や災害時要援護者支援の推進 

 

＜柱 2-1-2＞ 

孤立防止や虐待防止等の啓発により過剰な
個人情報保護を防ぎ、自ら積極的に助けを
求める力をもつ市民を増やす・ちょっとし
た変化に気づきつなげる市民を増やす 

 

＜柱 2-1-3＞ 

従来の取組では把握することが困難な対象
層に対する、企業等との連携を介した地域
における見守りの仕組みづくりへの支援 

 

 
*老障介護：親が年老いても障害がある子どもを介護し続けること 
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◆重点取組＜柱 2-1＞ 

つながりを生かした見守りの充実 

 
 

＜柱 2-1-1＞ 
平常時における地域主体の見守り活動の充実や災害時要援護者支援の推進 

 
 
 
【現状と課題】 

 

○ 自助・共助・公助の組み合わせによって、災害時などのさまざまなリスクに備えるという

考え方が広まってきていますが、具体的な行動には必ずしも結びついていない現状がありま

す。 

○ 東日本大震災以降、災害時なども含め、日頃から支援が必要な人への取組を推進するため

には、自治会町内会等の自主防災組織、民生委員・児童委員、自治会町内会の役員、ボラン

ティア、当事者団体等との間で対象となる人に関する情報を把握し、あらかじめ共有してお

く必要性が再認識されています。 

○ 地域主体の見守り活動の推進を支援するために、平常時から地域へ見守りのために必要な

個人情報を提供できるようにする仕組みづくりに取り組んでいます。 

○ 平常時の見守り活動が災害時にも役立ち、災害時を想定した支援活動が平常時の地域のつ

ながりにもなるという両面から、地域の支えあいの取組が進む環境整備が求められています。 

 
【これからの取組】 

 

平常時における取組の必要性について市民への普及啓発を行うとともに、「災害時要援護者支

援事業＊1」と「ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業＊2」等を通じた地域主体の見守

り活動を充実させるための環境整備を進めます。 

市 市社協 

○ 地域主体の見守り活動の必要性の普及啓発 

○ 行政が保有する対象者情報の提供 

○ 区域における事業推進を支援するための手引
き等の整備、他都市を含めた活動事例の収集と
紹介 

○ 身近な地域における対象者のマップづくり等
要援護者の把握や、日常生活から災害時までの
支援関係が築けるような仕組みづくりの推進支
援 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区における事業推進 

○ 地域の取組の支援 

 
*1 災害時要援護者支援事業：災害時における自力避難が困難な要援護者の安否確認や避難支援等の支援活動を円滑に進めてい

くために、行政が保有する要援護者の個人情報の提供等を通じて、災害に備えた日頃からの地域での自主的な支えあいの取

組を支援。 

*2 ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業：ひとり暮らし高齢者について本市が保有する個人情報を民生委員及び地域

包括支援センターへ提供することにより、支援を必要とする人を的確に把握できるように支援。また、把握した状況に応じ

て、相談支援や地域における見守り活動等につなげる取組を、両者と区役所が連携して実施。 

 

＜柱 2-1-1＞ 
平常時における地域主体の見守り活動の充実や 

災害時要援護者支援の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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＜コラム＞ 災害に備えた平常時からの要援護者支援の取組 

 

○ 災害時要援護者支援の取組とは 

災害による被害を減らすには、日頃からの備え（自助）と地域での助け合い（共助）が欠かせま

せん。特に地震等災害発生時に、自力で避難することが困難な方（災害時要援護者といいます。）の

安否確認や避難支援などが迅速に行われるためには、日頃からの要援護者との関係づくりや地域で

の声かけ・見守りなどが重要です。 

○ 対象者 

災害時要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自ら守るために、安全な場

所に避難するなどの災害時に一連の行動をとるために支援を要する人々をいい、一般的には要介護

の高齢者、障害者のほか、外国人、乳幼児、妊婦等が挙げられます。 

横浜市では、要援護者の中でも特に自力避難が困難と想定される対象者について名簿を作成して

います。 

 

【災害時要援護者名簿の対象者】在宅で、次のいずれかに該当する方 

 ①介護保険要介護・要支援認定者でア～ウのいずれかに該当する方 

  ア 要介護３以上の方 

   イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要介護認定の方 

  ウ 認知症のある方（要介護２以下で、認知症の日常生活自立度がⅡ以上の方） 

  ②障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている身体障害者、知的障害者、難病患者 

 ③視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳１～３級の方 

 ④療育手帳（愛の手帳）A１・A２の方 

 

○ 災害時要援護者の把握方法 

  災害時要援護者支援の取組を進めるためには、まずは地域で要援護者を把握することが重要

です。要援護者の把握方法としては、主に次の３つの方式が挙げられます。各地域の実情に応

じた方式が選択され、取組が進められています。 

  ※その他独自の方式により、要援護者を把握している地域もあります。 

○ 災害に備えた日頃の取組 

  要援護者を把握したら、あいさつや声かけ、見守りなどをとおした顔の見える関係づくりや

地域の支え合いの輪に要援護者自身からも入っていただくための働きかけなど日頃の活動を進

めていきます。また、災害発生時の支援方法の検討や訓練等を行い、地域のつながりによる避

難支援体制の整備を進めていきます。災害時に備えた日頃からの取組は、各地域の実情に応じ

た様々な取組が考えられます。横浜市は、地域の自主的な支えあいの取組を支援していきます。 

 

 

 
 
 

 

手上げ方式 
要援護者名簿への登録について周知し、自ら名簿登録を希望する方を地域で募る

ことにより名簿を作成する方式 

同意方式 
区役所から対象者へ、自主防災組織に提供する名簿への登録について同意確認を

行い、同意があった方の個人情報（名簿）を提供する方式 

情報共有方式 
区役所から対象者へ、自主防災組織に提供する名簿への登録について事前通知を

行い、拒否の意思表示がない限り、個人情報（名簿）を提供する方式 

コラム 
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＜横浜市防災計画の中の「災害に備えた助け合い」のための自助・共助・公助＞ 

 

自助 共助 
【自助の定義】「自助」とは、自らが自分・家族を
守るための備えや行動のことです。「自らの身は
自ら守る」ことは、防災・減災の基本です。 

・自宅の耐震化と、家具の転倒防止をしておく。 

・地域を知り、地域の中の隠れた危険を把握して
おく。 

・少なくとも 3 日分の飲料水、食料、トイレパッ
クを備蓄し、消火器を設置しておく。 

・家族や大切な人との連絡方法をあらかじめ決め
ておく。 

・いっとき避難場所、地域防災拠点や広域避難場
所、津波からの避難場所を確認しておく。 

・家族ぐるみ、会社ぐるみ、地域ぐるみで防災訓
練に参加する。 

・自分の地域の自主防災組織（自治会町内会等）
に関心をもつ。 

・自分の地域の災害時要援護者支援の取組を理解
し、顔の見える関係づくりに協力する。 

・行政が保有する個人情報を災害時要援護者支援
に利用する意義を理解する。 

【共助の定義】「共助」とは、近隣の皆さんで、
互いの安全・安心のために協力しあう地域活
動のことです。「皆のまちは皆で守る」ことは、
地域の皆さんの安全を守るために最も効果的
な方法です。 

・あいさつを手始めに、いざという時に隣近所
で助け合える関係をつくる。 

・地域で、隣近所で、家庭で防災・減災を学び
合う。 

・子どもたちに、大地震から身を守るための知
恵と技術、そして助け合うことの大切さを教
える。 

・男性も女性も参加する自主防災組織を結成し
て、地域の防災体制を整える。 

・自主防災組織（自治会町内会等）等は、災害
時要援護者との日頃からの関係づくり（声か
け、見守り等）に努めるとともに、地域の災
害時要援護者の名簿の作成等を通じて、災害
時における安否確認等に備える。 

・自主防災組織（自治会町内会等）等が、災害
時要援護者の個人情報を収集しようとする
際には、正しい理解のもとに適正な取り扱い
を行う。 

  

 

公助 

【公助の定義】「公助」とは市・区を始め、国・県・警察といった公的機関が、日頃から防災・減災
に向けて行う取組や発災時に行う救助活動等の災害対応のことです。 

自助を高める取組 共助を推進する取組 

・防災、減災のための情報提供を行う。 

・災害時要援護者に対する、地域の自主防災組織
（自治会町内会等）等による取組の周知、個人
情報の利用に対する理解を促進する。 

・自主防災組織の結成を促進し活動を支援す
る。 

・地域の避難訓練や救急救命講習等の開催を支
援する。 

・地域の実情に応じた災害時要援護者支援の取
組実施に向けた働きかけを行う。 

・災害時要援護者を地域で支える体制づくりの支援等（行政が保有する名簿の提供等を含む）社                                          
協、地域ケアプラザをはじめとした関係機関・団体等との連携を強化する。 

・既存の事業者連絡会等の機会を活用して、事業者による協力を依頼する（発災時の利用者の安否
確認と区への連絡、災害の備えに関する利用者へのアドバイス、地域で実施されている取組につ
いての利用者への情報提供、行政との協定締結による連携強化等）。 

・特別避難場所となる施設を確保する。発災時に特別避難場所を開設する。平常時から特別避難場
所の協力協定締結施設との連携を強化する。 
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◆重点取組＜柱 2-1＞ 

つながりを生かした見守りの充実 

 
 

＜柱 2-1-2＞ 
孤立防止や虐待防止等の啓発により過剰な個人情報保護を防ぎ、自ら積極的に助け
を求める力をもつ市民を増やす・ちょっとした変化に気づきつなげる市民を増やす 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 「無縁社会」「孤立死」「高齢者虐待」「児童虐待」等といった言葉が一般的に知られるよう

になり、孤立を防ぐ大切さが社会的にも認知されてきていますが、孤立から生じるリスクに

対する、自助・共助・公助の組み合わせによる具体的な取組や、市民一人ひとりが予防的に

取り組むことの重要性は十分には理解されてはいません。 

○ 特に、子どもの健やかな成長を支えるために、児童虐待の状況に気づき、迷わず連絡し、

家庭を支援するよう、地域のつながりを強めることも求められています。 

○ また、自殺対策における地域の身近な相談者による予防的な関わりとして、悩んでいる人

に気づき、声をかけ、話しを聞き、必要な支援につなげ、見守りをする「ゲートキーパー」

の役割を理解できるように啓発活動を行うことも必要となっています。 

○ 個人情報の取扱いには配慮が必要ですが、守秘義務や個人情報の保護だけを強調しすぎる

と、個人を支援する活動にボランティアや住民が参加しにくくなります。個人情報は人の生

命、身体又は財産等の保護に必要な場合に活用するべきものとされており、保護と利用のバ

ランスをとることが重要です。 

○ 地域活動者が、個人情報の取扱いについて正しく理解し、適切に取り扱うことで相手との

信頼関係を築きながら、情報共有できるようにするための手引きを作成し、普及に努めてい

ます。 

 
【これからの取組】 

 

自助・共助・公助それぞれの取組の大切さを示すとともに、つながりをつくるために重要と

なる「情報共有・情報活用」の取組を推進します。 

市 市社協 

○ 孤立から生じるリスク別に自助・共助・公助
の具体的な役割を例示 

○ 困ったときに自ら積極的に助けを求めること
が困難な人々の存在を視野に入れた上での、自
ら発信することの大切さの普及啓発 

○ 子育て家庭の不安感・負担感を軽減するため
の様々な取組 

○ 生活圏域に合わせた様々な相談先の整理と情
報提供 

○ 行政が保有する個人情報（医療や介護等の利
用実績）を活用した、必要な支援が届いていな
いと想定される人を把握する仕組みの検討 

○ 個人情報保護と利用の方策の充実 

○ 自助の取組を支援する啓発や情報提供を行い
つつ、ＳＯＳを受け止められる地域づくりを推進 

○ 支援する側・支援される側の区別なく、担い
手に向けても SOS を発信できることの必要性を
啓発 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 市民向けの啓発、講座等の実施 

○ 自助・共助の取組への支援、公助の実施 

 

＜柱 2-1-2＞ 
孤立防止や虐待防止等の啓発により過剰な個人情報保護を防ぎ、
自ら積極的に助けを求める力をもつ市民を増やす・ちょっとした
変化に気づきつなげる市民を増やす 
 
 

現状と課題 

これからの取組 
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＜孤立から生じるリスク別の自助・共助・公助の具体的な役割＞ 

 

○「孤立死予防」のための自助・共助・公助（例） 

自助 共助 

＜自分に馴染むものから取り入れられるようにす
るための例＞ 

・日常的に外出することや、人との関わりをもつ
ことも健康維持の一つとして実践する。 

・日頃から心身の健康管理を心がける（自分を大
切にする）。 

・近隣と日常的にあいさつができる関係をつくっ
ておく。 

・日頃から、近隣や知人など人との関わりをもち、
いざという時に協力してもらえる関係をつく
る。 

・自分が利用できる公的機関や担当の民生委員等
を把握しておく。 

・緊急の際の連絡先を整理しておく。 

・緊急の際の連絡先を信頼できる近隣、事業者、
公的機関に伝達しておく。 

・必要に応じ、有償の見守りサービスなども活用
する。 

＜地域の力でできることに取り組めるように
するための例＞ 

・近隣同士で顔の見える関係をつくる。 

・外出できる居場所、活躍できる出番をつくる。 

・民生委員等によるひとり暮らし高齢者等に対
する定期的な訪問や、サロンや食事会のよう
な交流の場における、日常的な見守り活動を
行う。 

・異変のサイン（いつも見かける時間や場所に
現れない、洗濯物・新聞・照明等が不自然な
状態になっている）に気づいたら、近隣同士
で声を掛け合いつつ、民生委員、地域ケアプ
ラザ、区役所等に連絡する。 

・地域で見守りを行っている関係者同士が情報
共有できるようにするためのネットワークを
構築する。 

・存在は把握しているが支援につながっていな
い人をネットワークの中で見出し、支援につ
なぐ方策を検討していく。 

  

 

公助 

自助を高める取組 共助を推進する取組 

＜個別支援＞ 

・介護保険等の公的サービスの利用に向けた支援をする。 

・定期的な見守りが受けられるようにするための情報提
供や調整をする。 

・公的な保健、医療、福祉のサービスに結びついていな
い人を把握し、アプローチする。 

・健康管理のための支援、保健指導、医療との調整をす
る。 

＜普及啓発＞ 

・近隣や地域全体で理解することによって自助の取組が
生きることをあらゆる機会を通して広く周知する。 

・単身者であれば誰にでも起こり得ることであること、
老老介護や老障介護の世帯にも共通する自助を高める
取組であることも知らせる。 

・屋内で体調を急変させる行動の予防を普及啓発する（脱
水、熱中症、急な温度変化による血圧変動、転倒、泥酔
状態での入浴など）。 

＜地域の力だけでは取り組むことが難
しい活動に対する支援を行う＞ 

・行政が保有する個人情報の提供を検討
する。 

・見守りが必要と考えられる対象者名簿
を地域に提供するための仕組みを構築
する。 

・ケアマネジャー等の事業者と民生委員
等との顔が見える関係づくりの場を設
定し、ネットワーク構築を支援する。 

・地域の見守りにより把握された情報を
受け止め、協議、対応し、結果をフィ
ードバックし、個別課題から見出され
る地域課題についてともに検討する。 

・事業者・福祉施設等と、自助の支援の強化や地域による共助との連携の必要性について、共通認
識を図る。 

・事業者間のネットワークの強化により気づきの目を広げる。 

・警察や消防と連携し緊急的な対応を行う。 
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＜孤立から生じるリスク別の自助・共助・公助の具体的な役割＞ 

 

○「児童虐待防止」のための自助・共助・公助（例） 

自助 共助 

＜自分に馴染むものから取り入れられるようにす
るための例＞ 

・地域の子育て支援事業に参加し、子育て仲間を
つくる。 

・子育てに困った時や虐待の通報や相談の連絡先
である、区役所や児童相談所の連絡先を知って
おく。 

・隣近所との挨拶や、地域のお祭りなどの参加を
通して、いざという時に助けてもらえるような
関係を近隣に作っておく。 

・用事やリフレッシュのために、保育所等の一時
預かりサービスを活用する。 

 

＜地域の力でできることに取り組めるように
するための例＞ 

・近所の子育て中の家族に対して関心をもち、
声かけをすることから、日常的にあいさつで
きる関係をつくる。 

・虐待の疑いや事実を発見したら、躊躇せずに
通報する。 

・地域で子育てをしている親子の交流の場をつ
くる。 

・近隣で子育てに困っていて相談が必要な場合
や、虐待の疑いがある場合の連絡先を共有す
る。 

・子育て中の親子と地域住民との交流の場をつ
くる。 

・地域で子育て支援に取り組む関係者同士が連
携し、支援を必要とする家庭に対し、それぞ
れの立場でできる見守りを実践する。 

  

 

公助 

自助を高める取組 共助を推進する取組 

＜個別支援＞ 

・虐待をしてしまったり、しそうな場合の相談を
受ける。 

・福祉保健センターは妊娠届提出時から子育てに
関する相談援助を行い、妊娠・出産・子育てに
関するサービスの利用に向けた支援を行う。 

・こんにちは赤ちゃん訪問員による家庭訪問を行
い、地域とのつながりを通して子育て情報の提
供や必要な支援との結び付けを行う。 

＜普及啓発＞ 

・子どもが泣いて困った場合の対応（「乳幼児揺さ
ぶられ症候群（子どもを無理に泣きやまそうと
強く揺さぶり、脳などに障害を及ぼすこと）の
防止）や子どもとの向き合い方の講習を行う。 

 

＜地域の力だけでは取り組むことが難しい活
動に対する支援を行う＞ 

・虐待防止の研修を地域で開催し、現在の子育
て事情や、虐待に気づいたときの連絡先を周
知する。 

 

・児童虐待予防の観点から、地域における子育て支援の必要性を伝える研修を、地域住民や子育て
支援機関（例：保育所や幼稚園）に向けて実施する。 

・児童虐待防止の連絡会や研修会を開催し、虐待などが心配な家庭に気づいた時に相談や連絡がで
きるよう、支援者・関係機関同士で顔の見える関係づくりを行う。 

・乳幼児期から学齢期までの切れ目のない支援が行えるような、区役所、学校、地域との連携によ
る支援の充実 
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＜孤立から生じるリスク別の自助・共助・公助の具体的な役割＞ 

 

○「高齢者虐待防止」のための自助・共助・公助（例） 

自助 共助 

＜自分に馴染むものから取り入れられるようにす
るための例＞ 

・寝たきりや認知症など介護を要する高齢者を抱
えている家庭は、周囲の人にその事情を伝え知
っておいてもらうよう努める。 

・介護は長期にわたることも多く、家族だけでが
んばっても限界があることから、一人で抱え込
まず、サービスの利用や、専門機関、地域のネ
ットワークを上手に活用する。 

・高齢者虐待が起こる理由の一つに「人間関係の
不和」があり、そこには認知症の問題が関係し
ていることも多い。認知症は病気であり、治療
の可能性や対処の仕方によって症状が改善する
こともあるので、早めに専門家に相談する。 

＜地域の力でできることに取り組めるように
するための例＞ 

・地域住民は、寝たきりや認知症など介護を要
する高齢者を抱えている家庭や一人暮らしの
高齢者をやさしく見守り、声をかけるなどし
て、地域から孤立させない。 

・サービスや地域のネットワークを上手に利用
して、介護者に負担がかかりすぎないよう、
地域で協力する。 

・万一虐待に気づいたら、早めの対応が、虐待
の深刻化を防ぐことになるため、早めに各区
の虐待相談窓口に相談する。 

 

  

 

公助 

自助を高める取組 共助を推進する取組 

＜個別支援＞ 

・介護保険サービス等の情報提供を行い、介護負
担の軽減が図れるよう支援する。 

 

＜地域の力だけでは取り組むことが難しい活
動に対する支援を行う＞ 

・介護者の孤立を防ぐため、家族会や交流会等
の運営支援、参加支援を行う。 

・地域のネットワークを構築するため、虐待防
止連絡会等を行う。 

・介護者及び地域住民に対し、高齢者虐待防止についての意識の啓発を行うとともに、広く認知症
や介護方法に関する正しい理解を普及する。 

 
 
 
 

   見逃さない！見過ごさない！～みんなで防ごう。障害者虐待～ 
 

 

○ 障害者虐待防止法が、平成 24 年 10 月に施行されました。 

○ 虐待というと、ひどい暴力や悪質な行為が連想され、身近な問題ではないと感じる人も

いるかもしれません。しかし、虐待は、どこででも起こりうる問題です。 

○ 障害者虐待は、障害者に対する重大な権利侵害です。障害者虐待を見逃さず、見過ごさ

ず、いち早く発見し防止していくことが何より大切です。そして、障害のある人もない人

も同じように地域で生活することができる社会を実現するためには、すべての人が、疾病

や病気に対する正しい理解を深めることが重要です。 

コラム 
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◆重点取組＜柱 2-1＞ 

つながりを生かした見守りの充実 

 
＜柱 2-1-3＞ 
従来の取組では把握することが困難な対象層に対する、企業等との連携を介した地
域における見守りの仕組みづくりへの支援 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 一人暮らし高齢者や災害時要援護者に対する地域における見守りは行われてきていますが、

介護保険、障害福祉、生活保護といった制度やサービスの対象にはならない人々が孤立し、

気づきの目が届かず、必要な時に的確な支援を受けられずにいる場合があります。 

○ 気づきの目を広げ、必要な時に的確な支援につなげられるための、地域における把握と見

守りの仕組みづくりが求められています。 

○ 「孤立死」が社会問題化したこと等により、ライフライン（電気、ガス、水道）、郵便、新

聞、宅配等の事業者による見守り体制が広がっています。 

 
【これからの取組】 

 
地域主体の見守り活動の充実に応じて、それを補完するための仕組みのあり方の検討や、事

業者間のネットワークの強化を進めることにより、気づきの目を広げます。 

市 市社協 

○ 暮らしにくさを感じている、孤立している子
育て家庭・ひとり親世帯・老障介護・生活困窮
者・在住外国人などを含めた地域主体の見守り
活動のあり方の検討 

○ 事業者による異変の発見や地域住民等による
気づきの目の拡大 

○ 企業との連携による見守りの大切さのＰＲ活
動（例：こども虐待防止のシンボルである「オ
レンジリボン」ＰＲ） 

○ 既存の仕組みやネットワークでは把握しにく
い対象の存在や抱えるニーズに気づくための方
策の検討 

○ 福祉に理解のある商店等を増やしていく取組
の推進 

○ 認知症サポーター養成講座や障害理解講座等
の手法を活かした啓発 

○ スーパー、コンビニエンスストア、金融機関、
商店街等日常生活上の住民との接点の多い企業
等と協働し、暮らしの中での見守り活動を普及 

 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 現状把握と課題分析による地域ニーズの整理 

○ 対象者を広げた見守り活動の推進支援 

○ 気づきの目を広げるためのネットワークづくり 

○ 既存ネットワーク（区子育て支援ネットワーク、自立支援協議会等）の連携によるセーフティネットの機能充

実 

 

＜柱 2-1-3＞ 

 

従来の取組では把握することが困難な対象層に対する、企業等 

との連携を介した地域における見守りの仕組みづくりへの支援 

 

現状と課題 

これからの取組 
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＜定期的、専門的な見守りと緩やかな見守りのイメージ＞ 
 

 
 
 
 

＜事例紹介＞ 地域ネットワーク見守り事業「みまもりネット」について（戸塚区） 

 

○ 戸塚区では、地域の方々や協力事業者等が、日常生活や仕事の中で、高齢者などの「ちょっと気

がかり」なことに気付いたときに、地域ケアプラザや区役所へ連絡してもらうことで、高齢者など

をゆるやかに見守る仕組みをつくっています。 

 

○ 自宅へ定期的に訪問している事業者や、地域で顔なじみの事業者

など、協力事業者は、新聞販売店、郵便事業者、水道局業務受託事

業者、コンビニエンスストアなどが登録されています。 

 

○ この取組により、事業者や地域の方から御連絡をいただき、大事

に至る前に救急搬送されたケースなどもあり、見守りの輪が広がっ

ています。 

 

○ 協力事業者の方からは、「家族の連絡先を事前に伺っている方も

いる」、「他の協力事業者とのコミュニケーションが図れ地域の皆さ

んと一緒に見守りができるようになった」「みんなでやらなければ

いけないことだ」など、頼もしい声が寄せられています。 

横浜市孤立予防対策検討委員会報告書（平成 24 年 10 月）より引用 

事例紹介 
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推進の柱 2 支援を必要とする人が的確に支援へつながる仕組みをつくる 
 
 
 
◆重点取組＜柱 2-2＞ 
 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 
 
 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 
 2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 
 
○ 団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高

齢者が急増している。 

 

○ 「複合的な困難を抱える人々」を地域で包
み支え、誰もが安心して生活できる地域をつ
くることが急務になっている。 

 

  
○ 健康づくり・介護予防が進み、健康寿

命が延伸している。 

 

○ 個々のニーズを地域のニーズとして捉
え、公的機関・事業者・地域の連携によ
り、解決に向けた取組が行われている。 

 
 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし
続けられる地域づくり 

 

 

○ 2025 年に想定される要
介護高齢者の急増や少子化
の進展等を意識し、個別課題
を地域課題につなげ、身近な
地域で生活課題を把握・調
整・解決し、区域や市域の取
組に反映させる仕組みが機
能している。 

 

＜柱 2-2-1＞ 

個別支援が届かぬまま、様々な生活課題を
抱えている人々の存在に気づき支え続ける
仕組みづくり 

＜柱 2-2-2＞ 

地域の生活課題を把握・調整・解決する仕
組みの充実と新たな取組の創出 

＜柱 2-2-3＞ 

健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づ
くり・保健活動の取組充実 

＜柱 2-2-4＞ 

保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の
連携による支援の充実 

＜柱 2-2-5＞ 

地域ケアプラザがその機能と人材を生かす
ための環境づくり 

＜柱 2-2-6＞ 

地域福祉保健人材の育成 

＜柱 2-2-7＞ 

民生委員・児童委員が活動しやすい環境づ
くり 

＜柱 2-2-8＞ 

サービスの質を向上させる仕組み 
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◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 
＜柱 2-2-1＞ 

個別支援が届かぬまま、様々な生活課題を抱えている人々の存在に気づき支え続け
る仕組みづくり 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 個別支援が必要な状態であるにもかかわらず、福祉保健サービスを利用せず、どこに相談

してよいかわからない、福祉保健サービスや経済的な支援は受けたくないので相談しない、

セルフネグレクト*1により健康などに害が及んでいる、虐待やＤＶ（ドメスティックバイオレ

ンス）*2を受けているが自ら相談できる状態にないといった状況にある人がいます。 

○ 状態が悪化した時に個別支援が的確に届くことも重要ですが、支援につながらず様々な生

活課題を抱えている人々の存在に気づき、長期的な視点で見守り、支えていくことの必要性

についても、幅広い関係者と協議することが重要です。 

○ 個別支援としてのアプローチが難しい状況において、支援のあり方を決めていくためには、

日常的で断片的とも見える情報の中に、解決の糸口が見つかる可能性があります。そこに、

長い目で幅広く情報を集積していく意義があり、そういった情報が支援者側に集積される仕

組みづくりが重要です。 

○ 現状でも、幅広い関係者により協議する場が全くないわけではありませんが、情報共有や

課題検討の方法を改めて確認する必要があります。 

 
【これからの取組】 

 
個別支援と地域支援のそれぞれに従事する区役所、区社協、地域ケアプラザの職員だけでは

なく、医療、介護、障害者支援、子育て支援、教育、住まい等の専門機関や施設を含んだ職員

連携による、担当地区や区域に関する情報共有と課題分析の場づくりを推進します。 

市 市社協 

○ 個別支援と地域支援の地区担当者が一堂に会
する場の充実 

○ 公と民が連携した相談支援の仕組みづくり 

○ 地域住民等と協力して行う見守りやニーズ把
握の新たな仕組みや、既にある活動の中からニ
ーズを把握する仕組み等を区社協等とともに開
発 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 分野横断による組織間等の情報共有・情報集積・課題分析・取組検討の実施 

○ 民生委員・児童委員等による地域の要援護者把握の取組との一層の連携や支援を進めるほか、地域住民等と協

力して行う見守りやニーズ把握等の新たな仕組み、既にある活動の中からニーズを把握する仕組み等を検討・実

施 

○ 地域における対応が困難な課題についての公的機関の役割の検討 

 
*1 セルフネグレクト：飲食や体調管理、最低限の衛生状態の保持、金銭の管理などの行為をしない、あるいは、する力がな

いため、安全や健康が脅かされる状態 

*2 ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）：配偶者やパートナーなど親密な関係にある（あった）相手から振るわれる暴力 

＜柱 2-2-1＞ 
個別支援が届かぬまま、様々な生活課題を抱えている人々の 

存在に気づき支え続ける仕組みづくり 

現状と課題 

これからの取組 
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(1)　地域の見守り活動などで把握された支援が必要な人の情報が、民生委員・
　　児童委員を中心に集まります。
(2)　地域では個別対応が難しい場合や専門的な対応を要する場合など、
     支援が必要な人の情報を地域ケアプラザ等の専門的な機関に伝えます。
　　地域ケアプラザ等は連携し、支援が必要な人に対応します。
(3)　ケアマネジャーなどの専門機関が、地域の支援が必要な人の情報を地域
　　ケアプラザ等を通じて、地域の民生委員・児童委員等に伝えます。

民生委員・児童委員

ボランティア自治会町内会

関係者

向こう三軒両隣の

近隣　～　民生委

員・児童委員が担当

するエリア

地域ケアプラザ
（地域包括支援ｾﾝﾀｰ）

公的機関

区役所区社協

①　支援が必要な人の早期発見の仕組み
第１～２層（近隣や自治会町内会）での取組

　　・地域子育て支援拠点、学校等
　　・障害者地域活動ホーム
　　・精神障害者生活支援センター
　　・居宅介護支援事業所
　　　（ケアマネジャー）
　　・医療機関
　　・サービス事業者、福祉施設　等

　
支援が必要な人の

情報の流れ

（１）

（２）

（３）

専門機関

連携

住民

住民

住民支援が必要な人

地域

活動者

地区社協

②　生活支援の具体策の検討
第３～４層（地区連合町内会や日常生活圏域）での取組

適宜、テーマ解決のために関係した住民、団体、
専門機関が入るプラットフォーム型運営

地域ケアプラザ

公的機関

区役所区社協

　　・地域子育て支援拠点、学校等
　　・障害者地域活動ホーム
　　・精神障害者生活支援センター
　　・居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）
　　・医療機関
　　・サービス事業者、福祉施設　等

民生委員・

児童委員

ボラン

ティア
委嘱

委員

地区社協

役員

自治会町内

会関係者 その他

公民合同の情報交換と生活支援の検討会議

専門機関

まとめ役：地域ケアプラザコーディネーター

　　　　　　地域包括支援センター職員

＜公と民が連携した圏域に応じた相談支援の仕組みづくり（例）＞ 
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　情報交換と各方面の報告から、地域における新たな仕組みやネットワーク・サービスの開発を検討する。

【例】　孤立死防止対策

　　　　障害者の生活支援

　　　　育児不安の親支援

③　新たな仕組みや制度の検討と整備・既存の会議の見直しや活用
第５層（区域）での仕組み

　　地域子育て支援拠点、学校等、障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、
　居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）、医療機関、サービス事業者、福祉施設　等

討議結果を区の福祉保健施策、
局の支援策に反映

新たな仕組みや制度を整備するための検討会議

区児童虐待防止連絡会

区子育て支援
ネットワーク

区障害者自立支援協議会
（地域生活支援会議）

区徘徊認知症高齢者
地域支援連絡会

各分野からの報告や地域だけでは

解決できない課題などの情報提供

参　加

区域の専門的

支援ネットワーク

専門機関

事務局

区役所区社協

 

①支援が必要な人の早期発見の仕組み 

○ 配食サービス・会食会、サロン活動、ボランティア活動等をする中で、地域で気になる人
の情報が把握されたら、住民やボランティアから民生委員・児童委員等を通して公的機関に
その情報が届き、具体的な支援につながる仕組みを充実させます。また同様に、専門機関の
相談事業や事業者のサービス等の利用者で地域のサポートが必要な人の情報が、公的機関を
通じて民生委員・児童委員などに伝わるようにします。  

 

②生活支援の具体策の検討 

○ 民生委員・児童委員等に情報提供する身近な地域の協力者が増えるよう、公的機関は区民
生委員児童委員協議会、地区社協等と協力して、この取組を進めます。 

○ 支援が必要な人に対して、行政や地域がどのような支援を行うのか検討する場を設けます。
具体的には、地域ケアプラザがコーディネート役となり、専門機関や民生委員・児童委員な
どの地域人材の参画を得て、見守りネットワーク等で把握された課題への対応策を検討しま
す。 

 

③新たな仕組みや制度の検討・既存の会議の見直しや活用 

○ すでに実施している様々な区域の専門的支援ネットワークからの報告や情報を活用し、区
内の公的機関やサービスに関わる事業者などによる実務者レベルの検討会議を開催し、地域
や個々の専門機関だけでは解決できない課題を明確にし、新たな仕組みや制度の整備を検討
します。 
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◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 
 

＜柱 2-2-2＞ 
地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みの充実と新たな取組の創出 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域や個々の専門機関だけでは解決できない地域の生活課題を明確にし、それを解決する

ための新たな仕組みや取組を創り出すことが求められています。 

○ そのためには、地区別計画の策定・推進の仕組み、区域の専門的支援ネットワーク、区内

の公的機関やサービスに関わる事業者・施設などによる実務者レベルの検討会議などから得

られる情報をより一層活用できるようにしていくことが必要です。 

 

【これからの取組】 

   

１～２層（近隣や自治会町内会）、３～４層（地区連合町内会や日常生活圏域）、５層（区域）、

６層（市域）の各圏域において、地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みが充実し、そ

れらの各圏域の仕組みが連動することにより、地域ニーズを捉えた新たな取組が創出しやすい

環境を整備します。（柱 1-1-2、柱 1-1-3、柱 2-2-1 を踏まえた取組） 

市 市社協 

○ 各分野別の仕組み（高齢者支援分野における
「地域ケア会議」、障害者支援分野における「地
域自立支援協議会」、こども家庭支援分野におけ
る「要保護児童対策地域協議会」など）との連
動を見据えた効果的で効率的な仕組みづくり 

○ １～３層、４層、５層、６層の各圏域におけ
る仕組みや取組を充実させ、地域ケアプラザ、
区社協、地区社協等地域関係者等と連携し、地
域ニーズを捉えた新たな取組を創出 

○ 地域住民の主体的参画の下で、区社協・地域
ケアプラザなどが協働して地域課題を把握・調
整・解決する仕組みを構築・運営するために、連
絡調整・ノウハウ提供・人材育成等の支援を推進 

○ 身近な地域の中での交流とニーズ把握の場づ
くりや、単位町内会レベルの見守り活動の推進
等、第４次活動計画でのモデル事業の成果を踏ま
えて、他の地域への情報提供・普及を推進  

○ 区域における課題検討の場づくりを支援する
とともに、区域で解決が困難な課題等市域の課題
の解決に向けた検討の場づくりを推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 地域ケア会議、自立支援協議会、児童虐待防止連絡会、子育て支援ネットワーク等で明らかになった地域の課

題を区域で共有し、検討・調整・解決する協議の場を拡充 

○ １～2 層、3～４層、５層の仕組みを用いた地域の生活課題の把握・調整・解決に向けた支援 

○ ５層における取組の充実 

○ ６層における施策への提言 

 

＜柱 2-2-2＞ 

 

地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みの充実と 

新たな取組の創出 

 

 
現状と課題 

これからの取組 
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＜地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みの充実と 
 各層の仕組みの連動により地域ニーズを捉えた新たな取組が創出しやすい環境整備＞ 

個別支援のためのネットワークで見出した共通する個別課題を、地域課題と捉えて支援策を検討しつつ、
区における「地域の基盤づくり」や「区の施策検討」にもつなげる。

その結果、より質の高い個別支援ができるようになることを目指す。

個
別
支

援
の
た
め
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク

  地域ケアプラザが中心となり、個別支援に関わる人々をつなぎ、共に支援策を検討する
   （区役所専門職、専門機関職員（区社協あんしんセンター含む）、民生委員・児童委員、近隣の支援者・関係者、ボランティア等)

地
域
単

位
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク

区
域

ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

共通する個別課題を地域課題へ

ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

個別支援上
共通する課題への
支援策を話し合う場

○○地区

○○区における
課題を検討する場

区役所、区社協
（事務局）

各地区に共通する地域課題を区の施策へ

他機関等のﾈｯﾄﾜｰｸ
区内の地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞのﾈｯﾄﾜｰｸ

・地区連合町内会（３層）や、日常生活圏
域（４層）において、共通する個別課題を
地域課題と捉えて、支援策を話し合う
・個別支援のためのネットワークをより機能
させるために共通認識を持つための場
・地域内のニーズと資源を把握、確認する
ための場
（例）
地区別計画の推進のための会議
地区社協活動をベースとした地域の話し
合い、担い手づくり
地域支えあいネットワーク（連絡会）等

結果反映

結果反映

・個別支援から把握した地域課題を区
内の地域ケアプラザや他機関・団体等
とで共有し、区の課題と捉え支援策を
話し合う。

・分野を越えた横断的な課題をテーマ
とする複数のネットワークをつなげ、課
題を検討するための場

（例）
地域ケアシステム推進のための連絡会
医療機関との体制づくり、連携促進
　を目的とした連絡会
若年性認知症の支援の連絡会
権利擁護の専門機関の連携会議
障害児の余暇活動支援の連絡会
子育て支援を推進するための連絡会
等

区役所

市の施策へ

地区社協

区役所

区社協

区社協

情報共有

情報共有
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＜コラム＞ 社会福祉協議会が取り組む「身近な地域でのつながり・支えあい活動の推進」 

 

「身近な地域でのつながり･支えあい活動の推進」は、市・区社協が市・区役所との連携のもとで、

社協が持つ地域組織化や当事者支援などの地域支援の専門性を生かしながら地域ケアプラザと協働し、

住民とともに地域課題の把握から解決までの取組を進めていくものです。本計画の中で掲げられてい

る地域の基盤づくりや様々な交流、見守り・助け合い活動、担い手の一層の拡大などの多くの具体的

な取組が、住民の主体的な活動により発展するよう地域支援を進めます。 

 

【 身近な地域でのつながり・支えあい活動の大切さ】 

○地域福祉（私たちのしあわせ）には、 

住民にしかできないことがあります。 

  孤立や権利侵害をはじめとする生活課題は既に深刻

化しつつあります。各種課題に対し、様々な制度・施

策がありますが、それだけで全ての課題を解決できる

ものではありません。制度の狭間や個々の抱える悩み

が大きな課題となる前に、住民の思いや力をあわせて

取り組むべきことがあります。 

 

○住民主体の共助の層を厚くする 

日常のつながりから緊急時の支えあいまで、共助の

関係をつくるのは、普段の生活の中での「見守り・気

付き（早期発見）・予防」の活動です。そのためには

近隣で助け合う関係づくりが大切です。 

  

【取組の３つの視点】 

 ○個別の生活課題を地域の課題として捉え、地域とと

もに課題解決に取り組む 

 ○地域福祉を最前線で推進する地域ケアプラザを支援

し、協働により地域支援を進める 

○地域の課題をさらに区域・市域の課題として捉え、

取組を広げる 

《活動推進のイメージ図》

　

　・４～５層の活動支援

　・市域での検討の場（共有・調整）

　・政策への提言

　・地域ケア会議（個別カンファレンス）等

　・１～３層の活動支援

　

　・１～４層の活動支援

　・区域での検討の場（共有・調整）

　・市域への提案

生活課題（ニーズ）

　１～３層：近隣・単位町内会・連合自治会・地区社協

　・見守りや早期発見・予防の活動

　・つながりや支えあいの活動

　４層：日常生活圏域　〔地域ケアプラザ〕

　５層：区域　〔区役所・区社協〕

　６層：市域　〔市役所・市社協〕

　
　
地

域

ケ

ア

会

議

等

と

連

動

　
　

　

課

題

の

把

握

・

解

決

に

向

け

た

連

携

・

支

援

　

　
　
　　　区域・市域での
　　　活動環境整備の検討
　　　・情報
　　　・活動財源
　　　・場所
　　　・啓発活動
　　　・担い手育成
　

　　　　　課題の早期発見・見守り
　　　　　　予防の仕組みづくりや啓発

　　　　　○早めに困りごとに気づけたら
　　　　　　⇒課題に気づける住民を増やす
　　　　　○変化の発見、災害時への備え
　　　　　　⇒地域での見守りの仕組づくり
　　　　　　　困りごとの相談相手

　　　Ａさん以外の人にも
　　　　　　共通する課題への対応
　　　　○外出の機会が減り引きこも
　　　　　りがち、話し相手がいない
　　　　　⇒会食会･サロンへのお誘い
　　　　○庭の手入が出来ず雑草だらけ、
　　　　　電球の交換が出来ない
　　　　　⇒特技を活かした小修繕
　　　　　　ボランティア活動

個別の生活課題への対応

地域で取り組む課題への対応

各種サービスの利用

地域で個別を支える

地域の課題として捉える
地域の組織化

啓発・土壌づくり

個別課題に対応した
インフォーマル活動

地域内の同じような課題のある
人々に対応するインフォーマル
活動の開発・検討

地域の様々なネットワークを生
かした活動が継続する仕組みづ
くり

地域だけでは解決できないも
の、広い視点（区域・市域）や
専門的な解決が望ましい課題に
対する取組の検討

Ａさんが直面している困りごとへの対応
　○一人での金銭管理が不安
　　⇒あんしんセンターを利用した金銭
　　　出納
　○毎日の雨戸の開閉が出来ない
　　⇒近所に住む住民が支援する
　　⇒日常的な見守りにもつながる

Ａさんだけでなく、
同じような課題がある
人が他にもいるみたい

【事例】一人暮らしのＡさん（88歳）
　最近、足腰の痛みに加え、物忘れが多く
なった様子。
　外出は、時折り買い物に出かける程度に
なってきました。

他にも課題があるかも
知れない
（潜在ニーズの発見）

区域・市域の対応

「地域に根付いた活動にし
たい」
「地域の中の問題発見・解
決力を高めたい」

地域活動の推進・
広い視点での解決

介護保険サービス
行政サービス
社協のサービス　など

コラム 
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＜コラム＞ 高齢者支援分野における「地域ケア会議」について 

 
団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年へ向けて、高齢者が尊厳を保ちながら、重度な要介護者と

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、厚生労働
省では、住まい、医療、介護、予防、生活支援が、日常生活の場で一体的に提供できる地域での体制
（地域包括ケアシステム）づくりを推進しています。 

地域包括ケアシステムを構築するためには、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会
基盤の整備とを同時に進める必要があります。これを実現するための有効な手段として「地域ケア会
議」を促進していくことが求められています。 

 
～地域ケア会議の具体的な機能～ 

①個別課題解決機能、②ネットワーク構築機能、③地域課題発見機能、 

④地域づくり・資源開発機能、⑤政策形成機能（平成 25 年 3 月厚生労働省老健局作成資料より引用） 

コラム 
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担当者会議

○○
分科会

△△
分科会

●●
分科会

××
分科会

◎◎
分科会

代表者会議

各区の実情に応じて必要な分科会を設置。
分科会は、担当者会議構成員を基本として組織する。

各区の自立支援協議会

全　体　会　議

委託相談支援
事業者評価部会

課題別検討部会 人材育成部会

市自立支援協議会

代表者会から
全体会議に報告

全体会議から代表
者会議に依頼

＜コラム＞ 障害者支援分野における「地域自立支援協議会」について 

 
○ 障害者総合支援法第 89 条の３の規定に基づき、障害者等への支援の体制の整備を図るた

め、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに福祉、医療、教育又は雇用に関
連する職務に従事する者その他の関係者が幅広く参加し、定期的な協議を行い、相互の連絡
を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、
連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うことを目
的としています。 

 
○ 横浜市では、平成 18 年に横浜市障害者自立支援協議会を、各区に区域自立支援協議会を順

次設置することとし、平成 23 年に全区で区域自立支援協議会が開催されるようになりまし
た。 

 
○ 区協議会では、支援の連携体制を確立するとともに課題を解決するため、ライフステージ

ごとに生じる課題やその時々のテーマを取り上げて部会やワーキングを設置し、各区の特徴
に合わせた情報交換や協議を行っています。テーマが同じ部会でもその取組は様々ですが、
ここ数年は防災や児童期をテーマにしたものが多くみられます。また、市協議会では、各区
で協議された内容を市全域で共有したり、市全域で共通する課題を検討しています。 

 

 

コラム 
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＜コラム＞ こども家庭支援分野における「要保護児童対策地域協議会」について 

 
○ 要保護児童等（虐待を受けている子ども等）の早期発見や適切な保護のため、関係者や関

係機関が円滑に連携していくことを目的とした要保護児童対策地域協議会（以下、「協議会」）

を、児童福祉法に基づき設置しています。 

 

○ 横浜市要保護児童対策地域協議会の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 横浜市の協議会は、次のとおり、構成されています。 

① 代表者会議（横浜市子育てＳＯＳ連絡会） 

 児童虐待防止のための啓発活動やネットワークづくり等、全市的な児童虐待対策の推進

や関連事業の総合調整に関する協議を行っています。 

 平成８年６月より設置運営されている「横浜市子育てＳＯＳ連絡会」を、要保護児童対

策地域協議会の代表者会議として位置付けています（平成 18 年６月 15 日公示）。 

② 実務者会議（各区の「児童虐待防止連絡会」） 

各区において、学校、保育所、幼稚園、民生委員・児童委員、主任児童委員、医療機関、

警察等の関係機関が集まり、機関相互の円滑な連携のための情報交換や協議を行っていま

す。さらに、地区ごとの研修会や会議を開催するなど、それぞれの地域の状況に応じた取

組みを行っています。 

③ 個別ケース検討会議 

個別ケース検討会議とは、子どもや養育者に直接関わりある関係者が集まり、具体的な

支援策を検討するための会議です。会議は適時開催し、必要な情報を共有して、課題や問

題点を抽出し、具体的な支援方法と各関係者の役割分担を決定します。 

 

○ 要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等には守秘義務が課せられています。(児童

福祉法第 25 条の５)。このことにより、関係者等から積極的な情報提供が行われ､要保護児

童等の迅速・適切な支援や保護が可能となることが期待されます。 

コラム 

　

　　　　　横浜市子育てＳＯＳ連絡会

　　　　　　各区児童虐待防止連絡会

　

　

　

個別ケース検討会議

福祉保健セ

ンター
児童相談

所

代表者会議

実務者会議

個別ケース検討会議

支援状況の

定期的な進行管理

横浜市要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第２５条の２）

在宅支援進行管理会議

　

　

　

民生委員・児童委員

保育所

学校

幼稚園

警 察

児童福祉施設

民間団体

主任児童委員

その他の関係機関

医療機関

福祉保健

センター

児童相談

所

地域子育て支援拠点
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◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 

＜柱 2-2-3＞ 
健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づくり・保健活動の取組充実 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 安心して健やかに暮らし続けるために、寿命を延ばすことだけではなく、その内の健康な
期間を延ばす（健康寿命の延伸）という考え方が重視されるようになっています。乳幼児か
ら高齢期までの各ライフステージ（人生の節目、段階）に合わせ生活習慣を改善することが
有効であると考えられています。 

○ 不眠や食欲不振など、こころの健康問題が身体の健康問題として表れることも多くありま
す。こころと身体は一体であることを理解し、こころが疲れていることに早く気づき、早め
に対処することが大切です。 

○ 地域においては、保健活動推進員、民生委員・児童委員、食生活等改善推進員、認知症サ
ポーター等の地域人材によって、誰もが関心があり、楽しんで参加できる健康づくりをテー
マとした取組が実施されています。 

○ これらの活動者の主体的な取組を一層進めることで、活力ある地域づくりや住民相互のつ
ながりをさらに深め、身体とこころの健康の維持・増進につなげ、効果を上げている地域が
あります。 

○ また、多くの地域で、地域主体の見守り活動が盛んに行われていますが、こういった活動
にも、体調の維持・管理、感染症予防、身体とこころの健康づくり等の要素を取り入れてい
くことで、見守りを必要とする方々のみではなく、見守る側の人々も安心して活動に取り組
めるなど、必要性が理解されてきました。 

○ 健康は個人の問題ととらえられがちですが、地域の健康づくり活動を進め、健康寿命を延
ばしていくには、仲間づくりや活動の場づくりなどの環境整備も進めることが求められてい
ます。 

 
【これからの取組】 

 
地域における健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づくり・保健活動の充実を支援します。 

市 市社協 

○ 健康づくりの意識、知識を高め、ライフステ
ージに合わせた健康づくりに取り組む市民を増
やす 

○ 地域主体の活動が継続しやすい環境を整える 

○ 地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組
みを充実させ、新たな取組を創出するなかに、
健康づくりや健康維持、健康寿命の延伸といっ
た保健の視点を盛り込み、福祉保健の一体的・
効果的・効率的な活動を推進 

○ 老人クラブをはじめとする関係団体や、高齢
者が日常的に利用する市民利用施設等との連携
による、元気な高齢者の健康づくりの取組の推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 親子の交流サロンのような、地域における既存の取組に対して、健康づくりや健康寿命の延伸の視点を加える

ことにより、その取組の効果がさらに高まるような工夫を提案 

○ 保健活動推進員や食生活等改善推進員など健康づくりの核となる人材が、自治会町内会や老人クラブなどの

様々な活動や、地域を会場とした継続的な健康づくり活動で、地域の健康づくりリーダーとして役割を発揮でき

るよう支援 

○ 地域住民や当事者の健康課題について考える場を継続実施し、予防策や対応策に地域が協力して取り組めるよ

う、公的機関の専門職が支援 

○ 認知症サポーター（キャラバンメイト）など、保健や予防・健康について学習する人材の育成 

○ 様々な活動を活用した健康に関する情報提供の充実 

＜柱 2-2-3＞ 

 

健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づくり・保健活動の 

取組充実 

 

 現状と課題 

これからの取組 
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＜「一人ひとりの健康づくり」のための自助・共助・公助（例）＞ 

 

自助 共助 
＜自分に馴染むものから取り入れられるようにす
るための例＞ 

・ともに健康づくりに励む仲間をもつ。 

・ライフスタイルに応じて無理なく継続できる健
康づくりの習慣をもつ。 

・睡眠や休養をとるなどして、こころの健康を維
持する習慣をもつ。 

 

＜地域の力でできることに取り組めるように
するための例＞ 

・区や関係機関との協働で、地域主体の健康づ
くり活動に取り組む。 

・保健活動推進員、食生活等改善推進員、認知
症サポーター等の取組に地域ぐるみで協力す
る。 

・学校ぐるみや職場ぐるみの健康づくりの知識
の普及や実践に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公助 

自助を高める取組 共助を推進する取組 

・自分の健康状態を知る機会づくり 
・健康に関する情報を得やすい環境づくり 
・健康づくりに参加できる機会の充実 
・取組継続を促がす仲間づくりの支援 

・地域の健康づくりグループの活動支援 
・事業所など職域での取組の強化 
・地域住民が主体となった取組への支援 

・民間企業を含めた様々な関係機関・団体と連携した、波及効果の高い普及啓発の実施 
・身近な場所での専門的な相談が受けられる体制づくり 
・健康づくりに関心が低く、時間的ゆとりのない層への働きかけのための社会環境の整備 
・健康によい行動の成果が見えるしかけづくり 

ライフステージ別行動目標（第 2 期健康横浜 21 より引用） 
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◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 
 

＜柱 2-2-4＞ 
保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携による支援の充実 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 専門的な相談機関は、地域の活動者に対して、日常の見守り活動の様子を知らせてほしい

と依頼をすることがあります。地域の活動者は様々な工夫をして情報を集めて伝えますが、

相談機関が召集するカンファレンス（支援方針等の検討会議）には地域の活動者を交えにく

く、そこで決定された役割（「地域で見守ってください」など）だけが別途伝達されることが

見受けられます。 

○ 相談機関側の守秘義務により、情報共有できる範囲に限りがある場合でも、地域の活動者

に役割を求める際に、適切でタイムリーな情報提供が行われることは支援の質を高めるうえ

で大切なことです。相談機関側からの情報提供が乏しいことにより、地域の活動者による支

援の困難さやモチベーション（動機付け、やる気）の低下につながっている場合もあります。 

○ お互いの活動を支え合えるように、特に相談機関側は地域の活動者の役割や機能を認識す

ることが必要です。 

 
【これからの取組】 

 
保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携による支援の充実に向けて、相談機関に対す

る啓発に取り組みます。 

市 市社協 

○ 地域の活動者の強みと相談機関の強みを明確
に認識できるよう、相談機関側に地域との連携
に関する啓発を行うことにより、地域主体の取
組がより生きる環境整備を推進 

○ 地区社協等の地域福祉保健活動団体との連携
を深めるための取組を推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 相談機関に向けた、地域活動者との連携のあり方や互いの役割を理解する研修・啓発等の実施 

 

 

＜柱 2-2-4＞ 

 

保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携による支援の充実 

 

 現状と課題 

これからの取組 



支援が
必要な人

＜保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携イメージ＞

民生委員・児童委員

ボランティア自治会町内会
関係者

　　・地域子育て支援拠点
　　・障害者地域活動ホーム
　　・精神障害者生活支援センター
　　・居宅介護支援事業所
　　　（ケアマネジャー）
　　・医療機関
　　・サービス事業者、福祉施設　等

保健・医療・福祉の専門職がいる専門機関・公的機関

その他の様々な
地域活動者

地区社協

地域の活動者

・地域ケアプラザ
　（地域包括支援センター）

・区社協

・区役所

・日常的な
　見守り活動
・地域に
　根ざした支援

・公的制度に
　よる専門的
　支援

情報共有、連携の充実

情報

情報
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＜コラム＞ 個人情報の適切な活用に向けて 

～「地域活動者のための個人情報の手引き」について～ 

 

○ 地域福祉保健活動に携わる皆さまに、個人情報の保護と

活用について正しく理解していただくため、平成 23 年に

「個人情報の手引き」を作成しました。この手引きは、地

域内での研修等でご活用いただいています。 

 

○ 「無縁社会」「孤立死」などの課題に向けては、日々の暮

らしの中での見守りや支えあいが有効となります。横浜市

においても、ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事

業や災害時要援護者支援事業として、適切な管理の上で個

人情報を活用し、地域の皆様による見守りや支えあいの推

進につなげています。 

 

○ 個人情報保護法が制定されて以来、「個人情報をいかに出

さないようにするか、いかに守るか」についての過剰反応

が生じているといわれています。個人の権利利益の保護と

個人情報の有用性のバランスを図りながら、情報共有を適

切に進めていくことが求められています。 

 

コラム 



82 

◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 
 

＜柱 2-2-5＞ 
地域ケアプラザがその機能と人材を生かすための環境づくり 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域ケアプラザは、日常生活圏域に設置されている唯一の公的機関（平成 25 年４月現在、

130 か所整備）であり、身近な相談窓口かつ地域支援の最前線として多くの市民から期待さ

れ、その役割はますます重要になっています。 

○ 地域ケアプラザは、地区別計画の推進をより一層推進する役割を果たしながら、把握した

地域の課題を区域・市域に情報提供していくことも期待されています。 

○ 地域活動・交流部門のコーディネーターは、地域ケアプラザ内で OJT を行える環境が少な

いため、経験の浅い者は疑問や課題を慢性的に解決できない状況を招きやすく、ベテラン層

は切磋琢磨する同僚がいないことが課題となっています。地域支援の質をさらに高めていく

ためにも、ベテラン層のこれまでの実践が、地域ケアプラザ全体の質の向上に結びつく環境

づくりが必要になっています。 

 
【これからの取組】 

 
地域ケアプラザに地域活動・交流部門と地域包括支援センターが置かれていることを最大限

に生かせる環境をつくります。 

市 市社協 

○ 様々な情報が集まり、あらゆる人の相談を受
け止められる身近な公的機関として、地域ケア
プラザが充実していくための事業の実施 

○ 地域ケアプラザによる具体的支援が困難な場
合に、他の的確な機関がそれを受け止め、引き
継ぎ対応する体制の充実 

○ 地区別計画に位置づけられた地域福祉保健活
動への支援に地域ケアプラザが取り組みやすい
体制づくり 

○ 地域ケアプラザを支援する区及び区社協の役
割のあり方の指針づくり 

○ 市社協との協働による、所長に対する地域マ
ネジメントに関する研修や、ベテラン層向けも
含めた地域活動・交流コーディネーターに対す
る研修の充実 

○ 地域包括支援センター職員向け研修の充実 

○ 地域ケアプラザ（地域包括支援センターを含
む）と区社協の協働の円滑化を図る 

○ 地域ケアプラザ分科会の運営 

○ 地域支援を行う人材への支援の一環として、
区社協が地域ケアプラザの地域活動・交流コーデ
ィネーターへの支援に力を発揮できるような、情
報提供や技法の習得等の支援 

○ 市との協働による、所長に対する地域マネジ
メントに関する研修や、ベテラン層向けも含めた
地域活動・交流コーディネーターに対する研修の
充実 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

〇 地域ケアプラザに、地域活動・交流部門と地域包括支援センターが置かれている強みをより生かせるようにす

るための支援の充実（区・区社協） 

○ 区地域ケアプラザ所長会、各種専門職連絡会（包括センター区連絡会、区コーディネーター連絡会等）の充実 

○ 地域ケアプラザ同士の交流を通した実践的な研修の実施 

○ 区社協が機能として持っている部会・分科会・連絡会等のネットワークを地域ケアプラザとつなげることによ

る支援 

○ 地域ケアプラザエリアを越えた地域支援の調整 

○ 指定管理者制度導入施設における協定書等に基づく適切な管理運営指導や、事業実績評価をツールとした、指

定管理者の主体的な取組及び区との協働による取組の促進（区） 

＜柱 2-2-5＞ 

 

地域ケアプラザがその機能と人材を生かすための環境づくり 

 

 
現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 区内地域ケアプラザ・区社協・区役所が連携した地域支援 

～「男のセカンドライフ大学校」について～（港南区） 

 
○ 「男のセカンドライフ大学校」は、男性の地域社会

への参加を目指し、平成 17 年度に港南区内の２つの
地域ケアプラザと区社協で実施したのが始まりです。
その後、区内の全ての地域ケアプラザと区役所も加わ
り、現在は、｢大学校｣（区域で行う参加のきっかけづ
くりの講座）と「分校」（地域ケアプラザでの活動の
場）を開催しています。 

 
○ 「大学校」におけるプログラムの一つとして、まち

歩きを企画することから、地域に愛着を持ちゆるやか
に地域活動につながることを目指しました。先行して
いる分校の男性ボランティアたちが運営を手伝うこ
ともあります。 

 
○ 地域ケアプラザの地域交流コーディネーターにとっ

て、地域ケアプラザ同士で集まり、共通の課題を話し
合い、アイデアや人脈を出し合い、企画を作り上げて
いく機会は貴重なものです。また、1 館では難しいこ
とでも助け合うことで一歩踏み出すきっかけができ
たり、他の地域ケアプラザの先輩職員からアドバイス
を受けることもできます。 

 
○ 区社協は事務局として、全体の統括や財源確保、広

報等を担い、区役所は人材情報の提供を受ける等、各
機関が連携して関わっています。 

事例紹介 
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◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 
 

＜柱 2-2-6＞ 
地域福祉保健人材の育成 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 市民のコーディネート機能と公的機関職員（区、区社協、地域ケアプラザなど）に求めら

れるコーディネート機能を次のように整理し、人材育成に生かしてきました。 

○ 2025 年に向け、今後ますます地域の生活課題が複雑・多様化するなかでは、コーディネー

ト機能をより高め、地域支援を推進していく人材の育成がさらに求められています。 

 
＜地域福祉コーディネーター分科会報告書（19 年 3 月）抜粋＞ 

 

３ 市民のコーディネート機能 

 (2)地域福祉コーディネート機能 

コーディネート機能の一般的内容は次のとおりです。 

(ア)当事者の立場に立ち、寄り添い、支える。 

(イ)支援が必要な人を支援につなげる。 

(ウ)地域福祉の担い手を育てる。 

(エ)地域の課題を発掘し、活動をつくる。 

４ 公的機関のコーディネート機能との有機的連携 

(1)市民と公的機関のコーディネート機能の有機的連携 

市民がコーディネート力を付け、その力を発揮するにあたって、公的機関の職員としてコー

ディネート機能を果たすコーディネーターが「つながり」を理解し、それを実践していくこと

が、大きな力となります。公的機関において職責としてコーディネート機能を実践する職員は、

地域社会というものの一般的な成り立ちや仕組みを理解するとともに、さらに働き掛けようと

している地域の固有の特徴や仕組み、キーパーソン（特に市民の側でコーディネート機能を果

たしている人たち）などをよくつかみ、スムーズに地域に入っていくことが求められます。 

(2)公的機関のコーディネート機能への期待 

  市民側からみて、公的機関のコーディネート機能に期待するもの 

１ ニーズを受けとめる機能 

２ 地域活動を側面的に支援する機能 

３ 地域活動を継続的に支える機能 
 
 

○ また、2025 年には要介護者が現状の 1.8 倍に増えることから、現行の保健・医療・福祉サ

ービスの水準を維持しようとすれば、1.8 倍の保健・医療・福祉のマンパワーを確保しなけ

ればならないことになります。 

○ 保健・医療・福祉の養成機関に働きかけ、将来の人材を確保するとともに、資格を持ちな

がら働いていない人が活躍する場を提供できるような仕組みが求められています。 

 

＜柱 2-2-6＞ 

 

地域福祉保健人材の育成 

 

 現状と課題 
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＜基礎編プログラム（例）＞ 

 
【これからの取組】 

 
区、区社協、地域ケアプラザなどの公的機関職員や市民を対象として、コーディネート機能

を高めるための研修や講座等を実施します。 

また、保健・医療・福祉人材の養成を推進します。 

市 市社協 

○ 公的機関職員を対象とした地域福祉コーディ
ネーター養成研修の企画充実 

○ 区域における公的機関職員向け講座を企画す
る者向けの研修の実施 

○ 福祉保健カレッジの拡充 

○ 保健・医療・福祉人材の養成と確保策の検討、
実施 

○ 福祉保健活動従事者の人材不足に優先的に対
応するべく研修等人材開発の取組を充実させる
ほか、区社協や福祉保健カレッジ参加機関との
連携により区域への出張型研修の実施について
検討 

○ 専門職の養成プログラムに、地域福祉保健活
動者との連携・協力の重要性を織り込む 

○ 市域の課題に対応する地域福祉保健活動の担
い手育成については、市とともに対応の検討を行
い、育成の取組を担う 

○ 市と協働し地域福祉コーディネーター養成研
修を企画実施する 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区ボランティアセンターや地域ケアプラザ等、地域関係機関との連携による、地域人材の発掘、育成 

 

 

＜事例紹介＞ 地域ケアプラザ職員向け 

「横浜市地域福祉コーディネーター養成研修」について 

 

○ 本市ならではの施設である地域ケアプラザの職

員に求められる、地域福祉コーディネート機能を

習得するための研修として、地域ケアプラザ職員

を主な対象とする「横浜市地域福祉コーディネー

ター養成研修」を実施しています。 

 

○ 初めて地域ケアプラザ職員になった人を主な

対象とした「基礎編」は、概ね４日間のプログラ

ムとなっており、学識経験者・市職員・地域ケア

プラザ職員等による講義に加え、グループ演習を

多く取り入れています。 

 

○ 受講者からは「基本的なことをしっかりと押さ

えることができた」「同じ仕事をする仲間と話し

合うことができて学びが深まった」といった感想

が聞かれています。 

 

○ 「基礎編」以外にも、中堅やベテランとなった

職員向けの研修、担当する業務別の研修、地域ケ

アプラザ所長研修、事例検討会等を実施して

います。 

これからの取組 

事例紹介 



86 

◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 
 

＜柱 2-2-7＞ 
民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 民生委員・児童委員は、高齢者から子どもまでを対象に、地域のよき相談役として様々な

活動を行っています。民生委員・児童委員は、福祉のサービスを利用しやすいよう側面から

支援し、相談機関などへの橋渡しをすることがあります。また、利用者がサービスを利用す

る過程を「見守る」役割を担うこともあります。 

○ 民生委員制度創設 90 周年記念事業として、「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さ

ない運動」が呼びかけられたことを契機に、日常の見守り活動などを通して、支援が必要な

人の把握や災害発生時の緊急連絡体制の整備などを行っています。このような取組を各地域

でさらに推進するためには、自治会町内会等との連携が不可欠です。 

○ 一人暮らし高齢者などの増加だけではなく、児童虐待、ＤＶ（ドメスティックバイオレン

ス）被害者、ホームレス、引きこもり、ひとり親世帯など、難しい支援を要する人が増加し、

活動に対する不安の声も出ています。実際に、民生委員・児童委員だけでは対応が困難な場

合もあります。 

○ このような状況を踏まえ、行政など公的機関との連携体制をより強めるとともに、近隣住

民と協力した支援の仕組みづくりを行っていくことが求められています。 

 
【これからの取組】 
   

民生委員・児童委員が安心して活動できる環境づくりと、公的機関等との連携強化を推進し

ます。 

市 市社協 
○ 活動の参考となる手引きの発行と体系的な研

修の充実 

○ 公的機関との情報の共有化や連携の強化を図
るネットワークづくりの推進 

○ 民生委員・児童委員の活動を知ってもらう広
報の推進 

○ 民生委員・児童委員の活動を地域全体で緩や
かに支援することにつながるような、地域に対
する働きかけ 

○ 民生委員・児童委員の活動に協力する住民を
増やすことによる地域全体で支援が必要な人を
支える仕組みづくりの推進 

○民生委員・児童委員のなり手の確保に向けた取
組の推進 

○ 地域課題の把握・検討・解決のための仕組み
づくりや、地域福祉保健活動人材発掘・育成、
個人情報の活用の理解の普及などを進め、民生
委員・児童委員の活動がしやすい環境づくりを
推進 

○ 横浜市民生委員児童委員協議会や市社協民生
委員児童委員部会での情報共有課題検討など、
民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり
に取り組む 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区民児協の事務局（区） 

○ 民生委員・児童委員の役割に関する研修等の実施 

○ 身近な支援機関として、地区民児協の活動を継続的に支援 

○ 民生委員・児童委員の活動を知ってもらう広報の推進 

 

＜柱 2-2-7＞ 

 

民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり 

 

 現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 地区民生委員児童委員協議会を対象とした 

「行政が提供するサービスや制度に関する情報提供（ミニ研修）」の取組について（都筑区） 

  
○ 民生委員・児童委員と区役所職員との顔の見える関係を構築するとともに、より円滑な民生

委員・児童委員活動につなげるために、平成 22 年度から、都筑区役所職員が各地区の民生委
員児童委員協議会を訪問し、希望されたテーマによるミニ研修を実施しています。 

 
○ 一地区あたり年間５テーマ、５回までとして、担当課別のテーマ一覧を事前に提示し希望を

確認した上で、事前に研修内容を調整しながら、30 分程度の研修として組み立てていきます。 
 
○ テーマの例としては、地域福祉保健計画（福祉保健課）、ペットの飼い方・食品衛生（生活衛

生課）、介護保険制度・介護予防・障害福祉（高齢・障害支援課）、待機児童対策・児童虐待防
止（こども家庭支援課）、生活保護制度（保護課）、国民健康保険・国民年金制度（保険年金課）
などがあります。 

 
○ 参加した民生委員・児童委員の皆様からは、「分かりやすく説明してもらい、良かった。住民

の方から相談されたときにスムーズに案内ができた」「区役所の職員と顔見知りになり、何かあ
ったときに相談しやすくなった」といった感想が聞かれました。 

 
○ 普段は窓口業務が中心で地域に出向く機会が少ない課にとっても、地域の皆様と意見交換が

できる貴重な機会となっています。 

事例紹介 
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◆重点取組＜柱 2-2＞ 

安心して健やかに暮らし続けられる地域づくり 

 
 
＜柱 2-2-8＞ 
サービスの質を向上させる仕組み 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 福祉保健サービスの苦情処理相談体制として、福祉調整委員会、第三者委員を設置しまし

た。また、福祉サービスの第三者評価事業や指定管理者第三者評価の実施により、施設の質

の向上や適切な運営を図り、サービスの質を向上させることが求められています。 

 
【これからの取組】 

 
地域における福祉サービスの適切な利用のために、サービスの質の向上につながる仕組みづ

くりに取り組みます。 

市 市社協 

○ 評価機関への支援や地域ケアプラザ等福祉施

設等の受審の促進 

○ 評価調査員の研修実施による評価の質向上 

○ 社会福祉施設等の部会組織を通じた研修等の

取組の推進（施設職員の知識・技術等を始めとす

るサービスの質の向上のための研修、サービスの

評価の観点につながる課題に対応する研修等） 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ グループホーム等の事業所や社会福祉施設等への実施指導（区） 

○ 日常業務で把握する当事者や市民の声の情報化 

 

現状と課題 

これからの取組 

＜柱 2-2-8＞ 

 

サービスの質を向上させる仕組み 
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推進の柱 2 支援を必要とする人が的確に支援へつながる仕組みをつくる 
 
 
 
 
◆重点取組＜柱 2-3＞ 

 
地域での自立した生活の支援（権利擁護の推進） 

 
 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 
 

2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 
 

○ 少子高齢化・世帯の小規模化が進行し、地

域で暮らす高齢者・障害者への権利擁護のニ

ーズが増大している。身近で頻度の高い支援

が喫緊の課題になっている。 

  

○ 権利擁護事業や成年後見制度の認知

や理解が進み、利用が促進されること

で、高齢者や障害者が自分の力を生かし

ながら地域で安心したその人らしい生

活を送ることができている。 

 

○ 市民後見人による地域での活動など

市民相互で支えあう取組や仕組みを通

じて、認知症や障害があっても、地域で

安心して生活し続けることができてい

る。 

 

 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 2-3＞ 

地域での自立した生活の

支援（権利擁護の推進） 

 

 

 

○ 多様な権利擁護・成年後見

等の仕組みづくりが推進さ

れ、高齢者や障害者が自分の

力を生かしながら地域で安

心した生活を送ることの大

切さについての理解が広ま

っている。 

 

 

＜柱 2-3-1＞ 

身近な地域における権利擁護の推進 

 

＜柱 2-3-2＞ 

市民後見人の養成と活動支援 
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◆重点取組＜柱 2-3＞ 

地域での自立した生活の支援（権利擁護の推進） 

 
 

＜柱 2-3-1＞ 
身近な地域における権利擁護の推進 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 少子高齢化・世帯の小規模化の進行等により、高齢者・障害者を地域で支える権利擁護の

ニーズが増大しています。特に、高齢者を狙った悪質商法や、振り込め詐欺、障害者などへ

の財産搾取、親族等による深刻な虐待など、重大な権利侵害事例が多発しています。 

○ 成年後見制度のセミナー開催が増え市民への周知が徐々に進んできましたが、まだ充分で

はなく引き続き取り組む必要があります。 

○ 地域の方々に認知症高齢者や様々な障害の理解を促し、見守りのネットワークをつくる中

で、権利擁護の必要性のある方を早期に相談機関につなげていく仕組みを構築する必要があ

ります。 

○ 高齢者・障害者の権利を擁護し、その生活を支えていくために、福祉・保健・医療等の専

門機関や地域が密接に連携し、きめ細やかな支援を行える仕組みづくりが喫緊の課題となっ

ています。 

 
【これからの取組】 

 
高齢者や障害者が地域で安心したその人らしい生活を送ることができるよう、身近な地域に

おける権利擁護を推進します。 

市 市社協 

○ 成年後見制度をはじめ権利擁護に関して、 

専門職団体と地域包括支援センター等専門機

関との事例検討や情報交換の実施による適切

な制度活用と連携促進 

○ 権利擁護事業・成年後見制度の利用促進のた

めの広報啓発 

○ 横浜市障害者後見的支援制度*の推進による

地域での見守り体制の構築 

 

○ 高齢者・障害者が地域で安心して暮らせるよう、

地域福祉・保健・更生保護・NPO 法人等の関係者

のネットワーク構築を推進 

○ 区社協法人後見の実施に向けた体制整備等の検

討 

○ 市域における権利擁護の中心機関としての相談

支援機能の充実 

○ 法人後見の受任促進 

○ 横浜市障害者後見的支援制度*の取組を拡充し、

地域で福祉保健活動を行っている住民との連携に

よる見守りネットワークの構築を推進 

○ 法人後見支援事業に向けた事業の検討 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 成年後見サポートネット等を通じた関係機関・専門職団体との連携強化 

○ 区社協による法人後見の実施に向けた体制整備等の検討 

○ 権利擁護事業の実施や成年後見制度の地域への普及啓発 

○ 当事者、家族、関係者への情報提供の充実 

 
* 横浜市障害者後見的支援制度：障害者本人が住みなれた地域で安心して生活するために、本人の権利擁護の観点に立ち、身

近な地域での見守り体制を構築していく横浜市独自の制度として平成 22 年 10 月から実施しています。

＜柱 2-3-1＞ 身近な地域における権利擁護の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 2-3＞ 

地域での自立した生活の支援（権利擁護の推進） 

 
 

＜柱 2-3-2＞ 
市民後見人の養成と活動支援 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 認知症や一人暮らし高齢者及び障害者の増加により、これらの人々が住みなれた地域で自

立した生活を送り続けることを支援するため、市民後見人の養成と活動支援について検討を

行いました。平成 24 年度から、横浜生活あんしんセンターにおいて市民後見人養成研修を実

施しています。 

○ 本市では、平成 18 年度から全区で法律、福祉の専門職や専門機関による「成年後見サポー

トネット」を設置し、権利擁護ネットワークの構築を推進してきました。この取組を、身近

な地域における市民後見人の活動支援に生かし、地域での自立した生活を支える仕組みを充

実させる必要があります。 

 
【これからの取組】 

 

地域における権利擁護を市民参画で進めるため、市民後見人の養成と活動支援の体制を構築

します。 

市 市社協 

○ 区域での市民後見人の養成と活動支援を展
開 

○ 関係機関等とのネットワークを強化し、権利
擁護の相談体制を構築 

 

○ 区社協と連携した市民後見人への助言・活動支
援 

○ 市民後見担当職員の人材育成 

○ 市民後見人の組織化の推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区社協と連携した区長申立てにおける市民後見人候補者の検討 

○ 区・区社協・地域ケアプラザで連携し市民後見人を支援 

○ 地域住民への普及啓発、情報提供、申立て支援 

 
 

＜コラム＞ 横浜市における市民後見人とは 

  

○ 横浜市では平成 24 年 3 月に、『横浜市における市民後見人に関する検討委員会報告書～地域

における権利擁護推進にむけた「市民後見よこはまモデル」の提案～』の中で、市民後見人の

定義を定めています。 

 

○ 市民後見人は、地域に住む身近な存在として、法的に認められた権限をもって被後見人を見

守り、支える役割を担います。また、被後見人の生活課題を解決するにあたっては、地域と連

携して取り組み、地域福祉推進の一翼を担います。そして、成年後見制度や地域福祉に関する

幅広い分野の知識や技術、活動上の倫理を身につけるため、本市養成課程の修了を必須とし、

所定の登録を求めています。 

＜柱 2-3-2＞ 市民後見人の養成と活動支援 

現状と課題 

これからの取組 

コラム 
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推進の柱 3 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる仕掛けをつくる 
 
 
 
◆重点取組＜柱 3-1＞ 

 
次世代（子ども青少年）やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進 

 
 
  
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 

 2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 

○  地域のつながりの希薄化が進んでいるた

め、幅広い市民参加によるつながりづくりに、

抜本的かつ長期的に取り組むことが必要にな

っている。 

○ 生活課題を抱える若年世代に対し、経済政

策や雇用対策以外にも社会的孤立からの脱却

に向けた地域でのつながりが必要になってい

る。 

 
○ 次世代を対象としたつながりづくり・

地域理解の重要性の啓発が、地域と学校

との連携により充実した内容で取り組ま

れ、地域への愛着をもつ子どもが増えて

いる。 

○ 次世代育成を切り口にした親同士のつ

ながりや、地縁だけではない趣味の活動

などの興味やテーマによるつながりも広

がっている。 

○ 各世代が抱える課題に対して当事者で

ある世代自身が解決に取り組む風土が生

まれている。 

 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 3-1＞ 

次世代（子ども青少年）

やあらゆる市民に向けた

つながりづくりの推進 

 

 

 

○ あらゆる世代・あらゆる市

民がつながりを意識し、地域

福祉保健に関心をもつこと

ができる取組が増えている。 

 

 

＜柱 3-1-1＞ 

幅広い市民に向けた地域福祉保健計画の

PR 

＜柱 3-1-2＞ 

地域全体で地域の一員として子育て世帯を

見守り・支える風土をつくる 

＜柱 3-1-3＞ 

文化・スポーツ・健康づくり等をきっかけ

としたつながりづくり 

＜柱 3-1-4＞ 

次世代（小・中学生）を対象としたつなが

りづくり・地域理解の重要性の啓発と地域

への愛着の醸成 

＜柱 3-1-5＞ 

子どもと地域のつながりを深めるための学

校・子育て支援関係機関との連携 

＜柱 3-1-6＞ 

各世代が抱える課題に当事者である世代自

身が関心を高めていく 
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◆重点取組＜柱 3-1＞ 

次世代（子ども青少年）やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進 

 
 

＜柱 3-1-1＞ 
幅広い市民に向けた地域福祉保健計画の PR 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域福祉保健計画について、概要版・リーフレットを発行し、広く市民にＰＲするととも

に、区計画についても様々な方法で取組を周知していますが、まだ十分に周知されていると

はいえず、今後、様々な機会を捉えて多くの市民に地域福祉保健の取組を周知する必要があ

ります。 

 ○ 様々な人たちが地域福祉保健に関心をもつことができるようにするためには、幅広く一律

に周知するだけではなく、様々な世代・対象層を意識して様々な題材により働きかけをして

いく必要があります。特に、子育て世代と高齢者世代の谷間である 40～50 代は、地域福祉保

健活動に比較的関わりが薄い世代であるため、働きかけの方法に工夫が必要です。 

 ○ 地域福祉保健計画は、住民・事業者・行政が協働で策定・推進する計画で、第 1 期・２期

では住民との協働に重点的に取り組んできましたが、事業者等との協働については、まだ十

分に取組ができておらず、事業者の理解促進のためのＰＲがこれからの課題となっています。 

 
【これからの取組】 

 
市民の関心を高めるため、幅広い市民に向けたＰＲ方法を検討し、実施します。 

市 市社協 

○ 広報よこはま市版でのＰＲ、市域イベントで

の周知など 

○ 誰もが必ず聞く機会を得るような啓発の仕組

みをつくるため、ＰＲする対象層を想定した、

対象層別の啓発・ＰＲ方法の検討・実施 

○ 市域イベント、広報紙、インターネット上の

動画や DVD など視聴覚媒体等を活用 

○ 計画推進の過程において取組事例等を収集、

紹介、広報 

○  ＰＲする対象層を想定した、対象層別の啓

発・PR 方法の検討・実施 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ シンポジウム、講演会等で幅広い区民に向けたＰＲの機会をつくる 

○ 地区別計画について、地域と行政の協働による地域主体の計画であるという趣旨を広めるため、周知・理解を

推進する 

＜柱 3-1-1＞ 幅広い市民に向けた地域福祉保健計画の PR 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-1＞ 

次世代（子ども青少年）やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進 

 
 
 

＜柱 3-1-２＞ 
地域全体で地域の一員として子育て世帯を見守り・支える風土をつくる 

 
 
【現状と課題】 
 

○ 核家族化や地域のつながりの希薄化に伴い、親族や近隣の人からの支えが少なくなるなど、

子育てにおける保護者の負担が大きくなっています。特に横浜市は転出入が多く、子育てを

支えてくれる人が身近にいないため、困ったときに周囲に協力を求めづらい状況があります。 

○ プライバシーや個人情報保護を重視する時代となり、隣近所の住民が、子育て世帯に声を

かけづらい状況があります。 

○ 地域の全ての住民が、上記のような子育ての現状や子育て支援の必要性を理解できるよう

働きかけ、地域全体で子育て世帯の存在を意識し、関心を持つ雰囲気を作る必要があります。

また、地域で子育て世帯を支え、見守るための交流の機会・場を作る取組を推進する必要が

あります。 

○ 学齢期も含めた切れ目のない支援策の充実を図る必要がありますが、交流の機会・場とし

て、学齢期の子どものいる世帯を対象としたものは学校以外ほとんどないのが現状です。 

○ 子育て中に地域から支えられた経験や、地域の子育てサロンでの住民との交流、親子の居

場所での活動、学校のＰＴＡ活動をきっかけに、子育て世帯が地域活動へ参画し、新たな地

域の担い手となる例も見られています。地域活動の次の担い手として、子育て世帯が期待さ

れています。 

 
【これからの取組】 

 
子育ての現状を全ての市民が理解し、将来の横浜を支える次世代を温かく見守るための施策

を検討し、推進します。 

市 市社協 

○ 子育て世帯と地域がつながるよう、自治会町

内会や子育て支援に関わる人・関係機関等への

働きかけに関する取組の推進 

○ 地域の中で子どもを預け預かる仕組み「横浜子

育てサポートシステム」の機能強化の推進 

 

○ 区社協や地域ケアプラザ等を通じて把握され

る子育てに関連する地域課題について集約し、市

域における対応を検討 

○ 子育て支援活動等についての情報の収集・提供 

○ 子育て支援に関わる人材の発掘・育成の支援 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 子育て世帯と地域のつながりづくりを意図した事業・取組の実施 

○ 地域子育て支援拠点を中心とした区子育て支援ネットワークにより、身近な地域での子育て支援を活性化し、

担い手を支える仕組みづくり 

○ 子育て支援者の相談会場や子育てサロンの開催 

○ 子育てサークルなど市民活動をしている子育て世帯と地域をつなぐ取組の検討 

○ 子育て支援に関わる人材の発掘・育成 

 

＜柱 3-1-2＞ 
地域全体で地域の一員として子育て世帯を見守り・支える 

風土をつくる 

現状と課題 

これからの取組 



95 

◆重点取組＜柱 3-1＞ 

次世代（子ども青少年）やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進 

 
 

＜柱 3-1-３＞ 
文化・スポーツ・健康づくり等をきっかけとしたつながりづくり 

 
 
 
【現状と課題】 

 
○ 隣近所の人と「困った時に相談したり、助け合ったりする」市民の割合は減少し、「顔もよ

く知らない」という市民が増加するなど、地域の人間関係に変化が生じ、地域のつながりの

希薄化が進んでいます。 

○ 一方で、東日本大震災後、地域におけるつながりの大切さを感じる人も多くなっています。 

○ 文化・スポーツ・健康づくりなど趣味やテーマでの活動をきっかけとして、仲間づくりか

ら地域社会へ参加することにつながっています。まずは「自分のため」から地域活動へ参加

することも大切です。 

 
【これからの取組】 
  

「趣味やテーマをきっかけとしたつながりづくり」の大切さについて関係機関・庁内関係部

署に普及啓発を進め、連携して取り組む土台づくりを進めます。 

市 市社協 

○ 区民利用施設（地区センター、コミュニティ

ハウス、老人福祉センター、区版市民活動支援

センター、区民文化センター、スポーツセンタ

ー、国際交流ラウンジ等）へ周知を進めるため、

庁内関係部署との調整を図る 

○ 庁内関係部署へ「自然環境、芸術、音楽、ス

ポーツなどを入口に地域に関心をもつ市民を増

やす」という考え方の周知を進める 

○ 市域のテーマ型活動への支援によるつながり

づくり 

○ 区域内の施設と連携し、各施設の自主事業企

画時に趣味や福祉以外の分野の活動を地域福祉

保健活動に意識的に結びつけて取り組んでいく

ことの周知を市とともに進め、区社協等を通じて

推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区民利用施設と連携し、地域のつながりづくりを意識した講座・取組が広がるよう調整を行う 

○ 自治会町内会、保健活動推進員、食生活等改善推進員、スポーツ推進委員、青少年指導員等、地域の活動者の

連携による地域活動の充実を図る 

○ 区域でのテーマ型活動相互の連携した取り組みの推進 

 
 

＜柱 3-1-３＞ 
文化・スポーツ・健康づくり等をきっかけとした 

つながりづくり 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-1＞ 

次世代（子ども青少年）やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進 

 
 

＜柱 3-1-４＞ 
次世代(小・中学生）を対象としたつながりづくり・地域理解の重要性の啓発と地域
への愛着の醸成 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域のなかでつながりづくりの推進を図るためには、子どもの頃から地域との関わりを持

つ機会をつくり、地域への愛着を育み、地域におけるつながりの大切さを実感できるよう、

長期的に取り組むことが必要になっています。 

○ 「市教育振興基本計画」においても、「“横浜の子ども”が身につけるべき横浜らしさ」の

ひとつとして、「公共心と社会参画意識」が掲げられ、「横浜を愛し、公共の精神を尊び、積

極的に社会に関わり、貢献します」として、地域との関わりなどについて体験を通して学ぶ

ことが『横浜の時間』＊などで行われています。 

○ 区社協・地域ケアプラザを中心に小・中学生を対象とした福祉に関する啓発を行っていま

すが、プログラム内容について現行の高齢者・障害者理解等から、つながりの大切さや地域

への愛着に関心が持てるような内容に幅を広げていく必要があります。 

 
【これからの取組】 
  

教育委員会と連携し、小・中学校におけるつながりづくりや地域理解の啓発と地域への愛着

の醸成のための取組を進めます。 

市 市社協 

○ 教育委員会との連携・調整 ○ 地域理解・地域福祉保健活動の理解の取組が、

区・区社協・地域ケアプラザの連携に加え、自治

会町内会、地区社協等地域団体の協力を得るなど

して推進される方法を検討 

○ 福祉啓発や学びの場を拡充していくことにつ

いて、区社協・地域ケアプラザの職員等への理解

を進めるとともに、地域理解等をテーマとした啓

発プログラムを提示 

○ 地区社協における活動メニュー例として提案

し、普及を推進 

○ 各地域で取り組まれている具体的事例を集約

し情報発信 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区域の学校で啓発や地域への愛着の醸成を進めるための調整、小・中学校長会との連携・調整(区) 

○ 啓発に関する具体的プログラムの学校への提示・調整、実施（区社協、地域ケアプラザ） 

 

* 横浜の時間：「総合的な学習の時間」を中心に各教科・領域と関連して、横浜（まち）の特色（自然、歴史、文化）や毎日

の生活の中から問題を見つけて解決していく学習。 

＜柱 3-1-４＞ 
次世代（小・中学生）を対象としたつながりづくり・地域理解

の重要性の啓発と地域への愛着の醸成 

現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 地域への愛着を育む「ジュニアボランティア体験事業」について 

（旭区民生委員児童委員協議会） 

  

○ 旭区民生委員児童委員協議会（民児協）では、次世代を担う子どもたちが、小学生の頃から

ボランティア活動や地域活動を体験することで、福祉やボランティアについて理解し、思いや

りや感謝の気持ちを育む機会になることを願って、「ジュニアボランティア体験事業」を行って

います。 

 

○ 平成 12 年度から始まった区内の小学５・６年生を対象にした取組ですが、平成 25 年度は

24 校・246 人、25 年度までの累計でのべ 3,301 人もの子どもたちが参加しました。 

 

○ プログラムは地区民児協ごとに企画されており、８～12 月の実施期間中に車イス体験等の

研修やさまざまな福祉施設での体験学習への参加のほか、地域で行われているひとり暮らし高

齢者昼食会・子育てサロン・共同募金（街頭募金）などの事業や、もちつき大会・バザーなど

の行事に、子どもたちがスタッフとして協力するなど、学校と地域関係者の連携の下で、地域

に即した活動が行われています。活動終了後には子どもたち自身による体験発表会も行い、感

想文集も発行されています。 

 

○ 次世代を担う子どもたちが地域で活動する人

たちと出会い、地域のさまざまな活動を知ること

によって、地域への愛着と地域活動への関心を高

めてもらうことを推進するとともに、子どもたち

を通じて親の世代にまで輪が広がることを目指

しています。 

 

※ 旭区民生委員児童委員協議会は、多年にわたる

ジュニアボランティア事業が地域福祉の推進に

貢献し、その功績が特に顕著と認められたことか

ら、平成 25 年 11 月 15 日に厚生労働大臣表彰

を受けました。（平成 25 年度社会福祉事業功労

者に対する厚生労働大臣表彰） 

事例紹介 
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◆重点取組＜柱 3-1＞ 

次世代（子ども青少年）やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進 

 
 
■具体的な取組名 

＜柱 3-1-5＞ 
こどもと地域のつながりを深めるための学校・子育て支援関係機関との連携 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域の清掃活動などに小・中学生がボランティアとして参加したり、中学生が地域の防災

訓練に参加して要援護者の避難支援に関わることが増えてきています。また、近隣の幼稚園・

保育園・小学校が連携して避難訓練を行う例などもあり、子どもと地域のつながりをつくる

ための取組を進めている地域が増えてきています。 

○ 市内にある高校や大学等と地域が連携し、地域課題の解決に向けた取組を実施したり、ボ

ランティアとして地域活動に参加する事例も増えてきています。 

○ 地域福祉保健活動の担い手を広げるためには、学校と地域との新たなつながりを糸口とし

て、地域人材の開拓や子どもとのつながりづくりなど、更なる取組の充実を図る必要があり

ます。 

○ また、地域の子育て支援関係機関と連携し、乳幼児期から学齢期まで連続性・一貫性をも

った、子どもと地域のつながりづくりを進める取組の検討や、地域人材の育成を検討するこ

とも必要です。 

 

【これからの取組】 

 

  子どもと地域とのつながりをつくるため、地域と学校との連携を担っている人材や取組事例  

の周知を図るとともに、学校や子育て支援関係機関との連携を進めます。 

市 市社協 

○ 学校・地域コーディネーター＊の取組紹介等 

○ 子育て支援関係機関（保育所、幼稚園、地域

子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、放課

後の居場所等）や小・中学校と連携し、連続性・

一貫性のある子どもと地域とのつながりづくり

の検討 

○ 地区社協等地域の様々な活動と、学校や子育

て支援機関とが連携していくための取組の検

討、取組事例の収集・提供 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区計画策定・推進委員会や地区別計画推進、子どもと地域のつながりを深める取組の推進等において、学校・

地域コーディネーター等との連携を図る 

○ 子どもと地域のつながりを深めるため、地域の状況に応じて、地域の活動者との交流や活動への参加などの取

組の実施、調整 

○ 小学生・中学生・高校生・大学生ボランティアの育成・活用 

○ 学校関係者（PTA、おやじの会、学校ボランティア等）等との連携した取組の推進 

○ 学校、地域、家庭が連携した防災訓練の実施の推進 

 
* 学校・地域コーディネーター：地域が学校を支援できる仕組みづくりを進めるため、学校と地域の人材等を結びつけるパイ

プ役を担うボランティア。平成 24 年度末時点で、市立小学校・中学校・高校計 132 校に配置。 

＜柱 3-1-5＞ 
子どもと地域のつながりを深めるための学校・子育て支援関係

機関との連携 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-1＞ 

次世代（子ども青少年）やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進 

 
 
＜柱 3-1-6＞ 
各世代が抱える課題に当事者である世代自身が関心を高めていく 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 今まで地域福祉保健の課題は高齢者や障害者・子どもが中心でしたが、近年の社会状況の

変化により若年世代でも生活課題を抱える人が増加し、経済政策や雇用対策以外にも社会的

孤立からの脱却に向けた地域でのつながりが必要になってきています。 

○ 地域福祉保健の課題は各世代に多様な形で存在しており、これらの課題を明らかにし、対

応するための支援策を考えていくことが必要です。 

○ 一方で、これらの課題に対応する基本として、それぞれの世代自身が自分たちの問題とし

て課題を捉え発信するとともに、自分たちの力で解決に取り組んでいくことが必要であり、

こうした風土づくりを進めていくことが重要です。 

 
【これからの取組】 
  

各世代が抱える課題について啓発を進め、関心を高める取組を進めます。 

市 市社協 

○ 各世代が抱える課題に関する情報の収集、関

係部署・機関での共有化 

○ 若年世代のボランティア活動への参加を促進

し、同世代との交流や関係機関とのつながりを築

く支援 

○ ボランティア活動等を通じて自分たちの世代

特有の課題に気づけるような環境づくりを推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ ボランティア活動等で同世代の担い手が課題に関わることを通じて、同世代が抱える課題の共有や課題解決力

を高めていく支援 

○ 課題を抱える若年世代を支援する関係機関（地域ユースプラザ、若者サポートステーション等）との連携 

○ 社会参加の機会づくりや課題の把握のため、地域ケアプラザの自主事業やボランティアなどで、生活課題を抱

える人を受け入れる 

○ 日常の業務を通じた新たな生活課題の把握・共有・情報発信 

 

＜柱 3-1-6＞ 各世代が抱える課題に当事者である世代自身が関心を高めていく 

現状と課題 

これからの取組 



100 

 
＜事例紹介＞ 学校と地域のよりよい連携を目指して 

～学校・地域コーディネーターの活動事例～（西区岡野中学校） 

  

○ 「横浜市教育振興基本計画」（計画期間：平成 22～26 年度）では、重点施策として「地域

と学校との連携」が掲げられ、「学校は地域と連携・協力し、地域とともに子どもを育みます」

としています。その取組の一つとして、学校・地域コーディネーターの配置が進められていま

す。 

 

○ 学校・地域コーディネーターは、地域が学校を支援できる仕組みづくりを進めるため、学校

と地域の人材等を結びつけるパイプ役を担うボランティアで、平成 24 年度末時点で、市立小

学校・中学校・高校計 132 校に配置されています。 

 

○ 活動内容としては、学校支援ボランティアの調整のほか、キャリア教育・体験型学習の充実、

学校と地域とのつながりを深める取組などが行われています。 

 

○ 西区の岡野中学校では、西区地域福祉保健計画の地区別計画の取組と連携し、平沼小・浅間

台小とともにあいさつ運動に取り組み、ポスター・標語づくりを行いました。また、地域から

の「町内会の行事に中学生に参加してもらいたい」という提案と、学校側の「生徒たちの活躍

できる場所、場面ができる」というメリットがつながり、「ちょいボラ隊」として全校生徒が登

録し、地域や区の要請にこたえ、お祭りなど地域行事に中学生が地域の一員として活動できる

仕組みがつくられています。 

 

○ 家庭科の『和服の文化を学ぶ』授業では、学校・地域コーディネーターの調整により、地域

の方が先生となり、浴衣の着付けを生徒が学び、お祭りや様々な行事に浴衣姿で出向き、地域

を盛り上げています。 

 

○ 地域に詳しい学校・地域コーディネーターの活躍により、地域との連携をより深めることが

でき、また、地域での生徒の活躍の場も増えています。 

 

 

 
＜事例紹介＞ 若者世代が地域に密着した取組「ワダヨコ」の寺子屋について（保土ケ谷区） 

  

○ 横浜国立大学の地域実習課題という講義をきっかけに、有志で集まった学生が「和田町商店

街+横浜国立大学」とのつながりを模索する形で平成 22 年に「ワダヨコ」を発足させました。

学習支援の寺子屋は、町内会から「放課後の勉強をみてもらえないか」と相談を受けて、現在

は理工学部と教育人間科学部の学生が活動しています。 

 

○ 活動場所は和田町商店街の一角にある多目的スペース「wit WADA」。関係者の理解、協力の

もと会場を無料で使用でき、保護者の費用実費もありません。 

 

○ 寺子屋では子どもたちが主体的に持ち寄った宿題や教材を使って教えます。また、地元のイ

ベントにも積極的に参加をするほかに、独自のイベントも開催するなど、子どもたちの居場所

づくりにも寄与しています。 

 

○ スペースを提供している商店街の方々や子どもたちとその親など、地域の人との密着した関

わりは、ワダヨコの活動を通じて様々な地域の活動を知ってもらえる機会になっています。 

 

○ 子どもたちへの学習の機会を支援する取組から、同世代の生活環境や居場所の課題等にも関

心を高めていくことに繋がり、次の活動への展開も期待できます。 

事例紹介 

事例紹介 
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推進の柱 3 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる仕掛けをつくる 
 
 
 
◆重点取組＜柱 3-2＞ 

 
自由に移動し様々な活動に参加することができるまちづくりの推進 

 
 
 

 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 

 2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 

 

○ 障害や病気がある人もない人も、同じよう

に地域で自立した生活を送れるようにするた

めに、障害や病気への理解や障害や病気があ

る人の社会参加がより必要となっている。 

  

○  障害や病気に対する市民の理解が進

み、障害や病気の有無に関わらず、お互

いに支え、助け合う地域社会づくりの意

識が高まることにより、障害や病気があ

る人を含む全ての人々の社会参加が促さ

れている。 

 

 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 3-2＞ 

自由に移動し様々な活動

に参加することができる

まちづくりの推進 

 

 

 

○ 高齢者、障害や病気がある

人、在住外国人等を含む全て

の人が相互に交流し、支え合

い、あらゆる分野の活動に参

加することができることの

大切さが理解されている。 

 

 

＜柱 3-2-1＞ 

ソフト*１とハード*２が一体となった「福祉

のまちづくり」 

 

＜柱 3-2-2＞ 

多様性の理解の普及啓発と当事者の社会参

加の促進 

 
*1 ソフト：心のやさしさや思いやりを啓発（教育）する取組 

*2 ハード：物理的な都市基盤や建物、乗り物、設備等の整備 
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◆重点取組＜柱 3-2＞ 

自由に移動し様々な活動に参加することができるまちづくりの推進 

 
 

 
＜柱 3-2-1＞ 
ソフトとハードが一体となった「福祉のまちづくり」 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 平成 11 年に「横浜市福祉のまちづくり推進指針」を策定し、「誰にもやさしいまち・横浜」

を目指した様々な取組を進めてきました。バリアフリー*1化が進み、障害理解を進める取組も

数多く生まれるなど、「福祉のまちづくり」に関する活動が広がってきています。 

○ 平成 23 年の指針改定にあたっては、施設のバリアフリー化は進んだと感じる一方で、整備

された施設を正しく利用するためのマナーの向上など、ソフト面の取組を充実させていく必

要があるという意見が多く寄せられました。その結果を踏まえ、引き続きハードのまちづく

りと一体となり、「思いやりや譲り合いの心の育成」「施設整備と正しい使い方の理解」など

ソフト面の取組を重視し、「福祉のまちづくり」を推進しています。 

○ 平成 24 年には、市民や施設整備を行う事業者にわかりやすい条例とすることで、福祉のま

ちづくりをより一層進めていくため、「福祉のまちづくり条例」の全部改正を行いました。主

に、ユニバーサルデザイン*2を基調とした条例の理念を明確にするなどの改正を行い、これま

で以上に全ての人が利用しやすい施設整備をソフト・ハードの両面で進めていくことが求め

られています。 

 
【これからの取組】 
   

「横浜市福祉のまちづくり推進指針」等に基づき、ソフトとハードが一体となった「福祉の

まちづくり」を進めます。 

市 市社協 

○ 福祉のまちづくり推進指針に基づく取組の推

進 

○ 福祉教育・福祉のまちづくり研修の開催 

○  分かりやすい情報の発信と必要な情報の受

信・活用 

○ バリアフリー化された施設整備の促進 

○ 学校における福祉教育にとどまらず、住民や

地元企業等も巻き込みながら、「地域理解」「地域

への愛着」「福祉についての関心」が高まるよう

な取組の推進 

○  地域課題の解決に向けた福祉教育事例の収

集・紹介 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 福祉教育の実施 

（①乳幼児期、学齢期の子ども及びその親向け、②企業等への啓発、③地域課題の解決に向けた取組など） 

○ 分かりやすい情報の発信 

 
*1 バリアフリー：高齢者や障害者などが社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去(フリー)すること。物理的、

社会的、制度的、心理的、情報面でのバリアなど、全てのバリアを除去するという考え方。 

 

*2 ユニバーサルデザイン：“ユニバーサル（すべての、普遍的な）”と“デザイン（計画、設計）”の２つを組み合わせた言葉

で、「あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザイ

ンする考え方（障害者基本計画【平成 14 年 12 月 24 日閣議決定】より）」。 

＜柱 3-2-1＞ ソフトとハードが一体となった「福祉のまちづくり」 

現状と課題 

これからの取組 
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コラム  福祉のまちづくり普及啓発 

 

○ 子ども用啓発リーフレット 

福祉のまちづくりについて、子どもに分かりやすく伝えるために、 

子ども用啓発リーフレットを作成しています。 

子ども用啓発リーフレットは、車いす使用者や視覚障害者等が 

移動するときに困ることは何か、どうしたら移動しやすくなるか、 

そのために自分ができることは何かを子ども自らが考え、実践できる 

よう、構成されています。 

毎年、市内小学校の４年生全員に配布し、総合学習等の授業で 

 活用されています。 

 

○ ヨコハマ・ふくまち.net 

  横浜市の福祉のまちづくりに関する情報は、 

ホームページ「ヨコハマ・ふくまち.net」 

（URL：http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/chifuku/fukumachi/）で紹介しています。 

  「ヨコハマ・ふくまち.net」では、市内施設のバリアフリー情報等を掲載しています。 

  また、障害を正しく理解することや障害に対応したバリアフリー施設・設備等について紹介

しており、バリアフリーに関する理解促進を行っています。 

 

 

 
 

コラム   「福祉教育」とは 

 

○ 「福祉教育」とは、福祉の問題を考えることを通して、福祉活動への関心と理解を深め、と

もに支えあいながら豊かに生きていく力や、福祉の問題を解決する力を身につけることを目指

すものです。 

 

○ 福祉教育の取組が広がるきっかけとなった「学童・生徒のボランティア活動普及事業」は、

昭和 52 年（1977 年）に国の事業として始まりました。これは、学校への助成を通じて小・

中・高校生に対して福祉に関する学習プログラムを実施する取組として全国的に広がっていき

ました。さらに平成 14 年（2002 年）には「総合的な学習の時間」が本格実施されたことを

受け、これらのプログラムは授業の中にも取り入れられていきました。 

 

○ こうした経緯から、福祉教育は学校で行われるものというのが一般的になっていますが、本

来の趣旨を考えると、子どもたちだけでなく、住民や企業等も含め、地域を基盤とした幅広い

対象に働きかけていくことが必要です。また、プログラムについても、地元の障害当事者自身

から障害者の地域生活について学び、地域の暮らしやすさを考えることや、地域への愛着を育

むものなど、福祉を日常生活の延長としてとらえる内容に広げることが求められています。  

 

○ 福祉教育を推進することで、全ての人がかけがえのない存在として尊ばれ、差別や排除され

ることなく、地域の中でともに支え合い、「ともに生きる力」が育まれていきます。 

 

 
 

コラム 

（写真）リーフレット表紙 

コラム 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/chifuku/fukumachi
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◆重点取組＜柱 3-2＞ 

自由に移動し様々な活動に参加することができるまちづくりの推進 

 
 

＜柱 3-2-2＞ 
多様性の理解の普及啓発と当事者の社会参加の促進 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地区別計画の策定・推進に当事者（社会的な問題を抱え、暮らしにくさを感じている本人）

が参加した地域もありましたが、まだ十分な参加が得られている状況ではなく、当事者が感

じている生活課題を共有しにくい状況があります。 

○ 暮らしにくさを感じている人々の声を受けとめ、当事者が感じている生活課題を共有する

機会をできるだけつくることが必要です。 

○ また、子育て家庭、介護者、障害や病気がある人と家族、外国人の居住者などの当事者が

組織をつくり、様々な地域福祉保健活動を行っていますが、これらの団体の意見をサービス

に反映していく等、当事者の声を受け止める仕組みをつくることが重要です。 

○ 真の「理解」とは、理解しようと向き合うのではなく、当たり前の存在として認め、横に

並んで自然に声かけや手助けができることであり、「障害や病気の理解」や「当事者の社会参

加」を当たり前のこととして受け入れられる地域社会が求められています。 

○ また、移動に関する課題等、社会参加に関する負担を軽減する取組を進めることにより、

当事者の社会参加を促進していくことが必要です。 

 
【これからの取組】 
   

障害、病気、国籍、年齢、性別等の多様性の理解を促進するための普及啓発と、当事者の社

会参加の促進に取り組みます。 

市 市社協 

○ 多様性の理解に関する普及啓発 

○ 「仕事をする」という社会参加に向けた、段
階的な訓練の場としての「中間的就労」の場の
確保や、「中間的就労」の担い手となる社会福祉
法人、ＮＰＯ法人、社団・財団法人、営利法人
等への支援のあり方の検討 

○ 市域、広域で当事者活動やテーマ型活動が行
いやすくなる環境づくりや、移動支援に関する
取組の実施等 

○ 「セイフティーネットプロジェクト横浜*」を
通じた、当事者による障害理解促進のための取
組の推進 

○ 当事者が地域活動へ参加するための取組の推 
進 

○ 当事者のボランティア活動参加に関する場の
開拓・コーディネートの推進 

○ 地域の中での当事者の居場所や活躍の場・役
割を見出す支援の実施 

○ 市と連携した移動支援に関する取組の実施 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 計画策定・推進のプロセスにおける多様な層の声を取り入れる工夫 

○ 障害や病気がある人が区域や地域での活動に参加する機会の確保 

○ 障害や病気の有無に限らず健康づくり活動や地域活動に参加することにより、お互いを理解し受け止める機会

づくり 

○ 多様な養育者と子どもにとって利用しやすい居場所の雰囲気づくり・交流の促進や、来所しやすい仕掛けづく

りと活動への参画の機会づくり 

○ 当事者の移動支援における移動情報センターの活用の推進 

* セイフティーネットプロジェクト横浜：横浜市内の 15 の障害福祉関係団体と機関で組織されている。当事者や家族が、自

分たちのできることから活動していくことを大切にしながら、地域の人々へさまざまな障害についての理解を深めてもらい、

障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、活動している。 

＜柱 3-2-2＞ 多様性の理解の普及啓発と当事者の社会参加の促進 

現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 障害のある人が地域で安心して暮らしていくために 

～セイフティーネットプロジェクト横浜の取組について～ 

  

○ 市内 15 の障害児者関係機関・団体で構成されている「セイフティーネットプロジェクト横
浜（S プロ）」は、障害者や家族が自分たちにできることから取り組むことを大切にしながら、
さまざまな取組を行っています。 

 
○ 自閉症や知的障害のある人の中には、言葉のやり取りよりも、絵記号や写真等を使うことで
コミュニケーションがスムーズになる人もいます。S プロは、分かりやすい絵記号の載った「コ
ミュニケーションボード」と啓発チラシの作成・普及活動のほか、誰にでも簡単に名刺サイズの
コミュニケーションカードを作成できるシステムを開発し、ホームページに公開しています。 

 
○ S プロは、障害者や家族、支援者が地域の会合等に伺って、災害時に避難場所等で、障害の
ある人へ支援いただきたいポイントやコミュニケーションボードの使い方等を、紙芝居等を使っ
てお話しさせていただく「出前講座」の活動にも取り組んでいます。また、災害時等に障害のあ
る方が必要な支援を受けられるように、「支援してほしい＝黄色」「支援できる＝緑色」のバンダ
ナなどを身に着ける運動を推進しています。 

事例紹介 
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推進の柱 3 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる仕掛けをつくる 

 
 
 
◆重点取組＜柱 3-3＞ 

 
高齢者の意欲と能力発揮の「場」と「出番」づくり 

 
 
 

 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 
 

2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 

 

○ 高齢者が社会の大きな比重を占めるように

なり、「人生 65 年時代」から「人生 90 年時

代」に向けて、高齢者の意欲と能力が最大限

発揮される「場」と「出番」が求められてい

る。 

  

○ 「高齢者は支えが必要な人」という固

定観念がなくなり、さまざまな形態で高

齢者世代の誰もが健康づくりに努めなが

ら地域の活性化に関わっている。 

 

 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 3-3＞ 

高齢者の意欲と能力発揮

の「場」と「出番」づく

り 

 

 

 

○ 高齢者の意欲と能力が発

揮される「場」と「出番」づ

くりの取組が進み、地域福祉

保健活動への参加が広がっ

ている。 

 

 

＜柱 3-3-1＞ 

高齢者の幅広い参加を促すための取組の推

進 

 

＜柱 3-3-2＞ 

高齢者の意欲と能力が発揮できる新たな場

と出番づくりによる地域活動の活性化 
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◆重点取組＜柱 3-3＞ 

高齢者の意欲と能力発揮の「場」と「出番」づくり 

 
 

＜柱 3-3-1＞ 
高齢者の幅広い参加を促すための取組の推進 

 
 
【現状と課題】 
  

○ 健康寿命が延び、高齢者が元気に生活できる期間が長くなり、自分の健康維持に努めなが

ら、趣味を楽しみたい、70 歳ぐらいまでは働きたいと考えている高齢者が多くなっています。 

○ 老人クラブ活動の活性化支援や、介護支援ボランティアポイント制度、元気づくりステー

ション事業等により、地域の中で高齢者が活動・活躍できる取組を増やし、高齢者の健康づ

くり、生きがいづくりの支援を行ってきました。 

○ 今後は、高齢者が社会の中で大きな割合を占めるようになり、これまで以上に、高齢者が

身近な地域において様々な活動に参加し、元気で充実した生活を送れるように支援すること

が必要となっています。 

  
【これからの取組】 
 

高齢者が健康づくりに努め、生きがいを感じながら、幅広く社会参加できるようにするため

の取組を支援します。 

市 市社協 

○ 老人クラブ活動、介護支援ボランティアポイ

ント制度等を活用した高齢者の健康づくり、生

きがいづくりの推進 

○ 市老人クラブ連合会における若手高齢者の組

織化の支援と継続的な社会参加の必要性の啓発 

○ 老人クラブの活性化や地域活動団体との連携

支援を通した地域におけるつながりづくりの促

進 

○ 元気づくりステーション事業への参加等、健

康づくりの視点からの幅広い社会参加の促進 

○ 趣味や特技を生かした仲間づくり、サークル

活動との連携や既存の取組との連携による幅広

い社会参加の促進 

○ 老人クラブをはじめとする関係団体や、高齢

者が日常的に利用する市民利用施設等と連携し

た、高齢者の社会参加に関する取組の推進 

○ 趣味や特技等が地域福祉保健活動に生かせる

ことを広報するなど具体的な手法を検討 

 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 活動参加へのきっかけづくりに向けた多様な取組の実施 

○ 老人クラブ活動、介護支援ボランティアポイント制度、元気づくりステーション事業等を活用した高齢者の健

康づくり、生きがいづくりの推進 

○ 老人クラブ、老人福祉センターと連携した取組の検討、実施 

○ 活動継続の働きかけによる健康維持支援 

 
 

＜柱 3-3-1＞ 高齢者の幅広い参加を促すための取組の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-3＞ 

高齢者の意欲と能力発揮の「場」と「出番」づくり 

 
 

＜柱 3-3-2＞ 
高齢者の意欲と能力が発揮できる新たな場と出番づくりによる地域活動の活性化 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域福祉保健活動において担い手が不足しているという課題があり、幅広い市民参加によ

り取組を広げていくためには、社会の中で大きな比重を占める高齢者の参加が特に求められ

ています。 

○ シルバー人材センターでの活動理由として、報酬を得るだけではなく、生きがい、健康維

持のためという理由が多いという結果が出ています。このように活動に対する意欲を持つ人

を、地域活動に確実につなげていく仕組みをつくることが必要です。 

○ 地域の高齢者は、意欲や豊富な知識・経験を生かして、積極的に担い手として地域活動に

参加し、活性化させていくことが求められています。 

○ 高齢者の意欲と能力が最大限発揮でき、それが地域貢献につながるような「場」と「出番」

づくりが更に必要となっています。 

 

 
【これからの取組】 

 
地域の中で、高齢者が活動・活躍できる新たな「場」と「出番」づくりにより地域活動の活

性化を図ります。 

市 市社協 

○ 高齢者の知識や経験、人とのつながりなどを生

かした社会参加の「機会」や「場」づくり 

○ 地域福祉保健活動等への意欲を持つ高齢者を

活動につなげていくための多様な仕組みづくり 

○ 高齢者が活躍するための、地域における「場」

や「出番」づくりの必要性の普及啓発 

○ 老人福祉センターの位置づけ、役割の整理 

○ 既存の「サロン活動」などの交流の場に加え、

多様な「対象」が地域の中で活動・活躍できる場

を開発するための検討・支援・広報 

○ 平日の日中の活動等ボランティアの集まりにく

い時間帯・活動種別のニーズについて、高齢者の

参加を促進する方法の検討  

○ シルバー人材センターと連携した高齢者の地域

福祉保健活動推進の取組検討 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 高齢者の活動の「場」と「出番」づくりについての、地域関係機関、関係団体等への普及啓発 

○ 学校と連携した活動の場づくりの推進 

○ 様々な地域活動への高齢者の活動・活躍の機会づくりの検討と取組の実施 

○ 平日の日中の活動等ボランティアの集まりにくい時間帯、活動種別のニーズについて、高齢者の参加を促進する

取組の実施 
 

＜柱 3-3-2＞ 
高齢者の意欲と能力が発揮できる新たな場と出番づくりに 

よる地域活動の活性化 

現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 高齢者の場と出番をつくる農的空間を生かした取組について（南区六ツ川地区） 

  

○ 家に閉じこもりがちで地域活動へあまり参加していなかった高齢者の見守り活動の一環とし

て始まった、野菜農園での農作業と一体化した「野外サロン」の活動が南区六ツ川地区で行わ

れています。 

 

○ 平成 23 年度にスタートしたこの活動は、週１回の活動日以外にも、散歩のついでに立ち寄

って草むしりや水やりをするなど、参加している高齢者が楽しみながら進められています。 

 

○ また、年２回収穫祭を開催し、収穫物をみんなで食べる際には地域の子どもやその親も多数

参加し多世代交流の場となっているなど、活動の幅が広がってきています。 

 

○ 活動には多くの人が集まり、農的空間を生かした取組のなかで、畑に来れば誰かと会える、

話ができるという「人と会って話をする楽しみ」が生まれます。この活動をきっかけに、参加

者が他の地域活動にも参加するようになるなど、地域全体の活性化にもつながっています。 

 

 

事例紹介 
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推進の柱 3 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる仕掛けをつくる 
 
 
 
◆重点取組＜柱 3-4＞ 

 
活動が継続するための手法の浸透・企業やＮＰＯ等と連携した取組の推進 

 
 

 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 

 2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 

 

○  地縁組織の主体的な取組に加え、企業や

NPO 法人等との連携や協働により、市民参加

の幅を広げていくことが、地域福祉保健活動

の継続にとって重要になっている。 

 

○ 福祉・保健・医療に係る市の歳出の増加が

進み財政状況が逼迫するなかで、公的資金の

みに頼らず自主財源を持続的に生み出す等

の、地域福祉保健活動の継続に効果的な手法

の浸透が求められている。 

  

○ 地域福祉保健活動が継続するための環

境が整備されている。 

 

○  地域の福祉活動においては、企業・

NPO 法人、社会福祉施設等の社会資源の

特性や専門性を生かし、中間支援組織＊

等とも連携した取組を進めることによ

り、公的資金に頼らない持続可能な取組

が増えている。 

 

 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 3-4＞ 

活動が継続するための手

法の浸透・企業や NPO

等と連携した取組の推進 

 

 

○ 社会福祉施設、企業・商店、

NPO 法人等との協働による

取組が進んでいくとともに、

地域福祉保健活動の継続に

役立つ手法が浸透している。 

 

 

＜柱 3-4-1＞ 
地域で取り組む福祉保健活動の推進 

＜柱 3-4-2＞ 
活動資金、活動推進のための情報・ノウハ
ウ等の提供を通した活動の支援 

＜柱 3-4-3＞ 
企業とのパートナーシップによる課題解決
に向けた取組の推進 

＜柱 3-4-4＞ 
ソーシャルビジネス、コミュニティビジネ
スの理解の促進と地域福祉保健活動との連
携の推進 

＜柱 3-4-5＞ 
地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活
動の推進 

＜柱 3-4-6＞ 
NPO 法人等と地縁組織との連携による地
域福祉保健活動の推進 

 

* 中間支援組織：この計画では、市民活動を支援するため、地域社会と市民活動団体等の変化やニーズを把握し、人材、資金、

情報などの資源提供者と市民活動団体等の仲立ちをしたり、また、広義の意味では各種サービスの需要と供給をコーディネ

ートする組織。 
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◆重点取組＜柱 3-4＞ 

活動が継続するための手法の浸透・企業やＮＰＯ等と連携した取組の推進 

 
 

＜柱 3-4-1＞ 
地域で取り組む福祉保健活動の推進 

 
 
【現状と課題】 
  

○ 地域では住民の力によって多くの福祉保健活動が行われており、自治会町内会、地区社協、

ボランティアグループ、NPO 法人等、様々な立場の住民が相互に連携、協働しながら取組を

進めている事例があります。 

○ そういった取組が進められている一方で、地域によって状況や資源等に違いがあり、住民

の力だけで活動を続けていくことが困難な場合もあります。 

○ 住民主体の活動の立ち上げを行う際の支援のほか、乳幼児の親子交流ができる場や青少年

の居場所づくり、子どもや高齢者の見守り活動を進める等の、地域に根差した活動を継続さ

せていくための支援が求められています。 

○ 地域の福祉保健活動の立ち上げ、継続においては、担い手が不足しているという課題があ

り、活動に取り組む意欲のある人を実際の活動につなげていくための支援が必要とされてい

ます。 

○ どのような活動のためにどのような人材が必要とされているか等の現状把握や分析が十分

ではないため、効果的な担い手育成につながらないという課題が生じており、担い手育成の

目的や育成方法等の整理が必要とされています。 

 
【これからの取組】 
   

地域における住民主体の福祉保健活動の立ち上げ・継続・拡充を図ります。 

市 市社協 

○ 地域で行われている既存の福祉保健活動の継

続・拡充のための支援策の検討 

○ 地域福祉保健活動の推進に向けた自治会町内

会等の組織の支援策の検討 

○ 地域福祉保健活動の担い手を発掘し活動につ

なげていくための手法の検討 

○ ボランティアの活動機会の開拓や活動しやす

い環境づくり等の担い手を広げる取組の推進 

○ 趣味や特技を生かした取組など、誰もがボラ

ンティア活動に参加しやすい仕組みづくりの検

討と広報啓発活動の強化 

○ 区を越えた課題や新たな課題への解決に向け

た取組や、ボランティア活動に関する情報共

有・情報提供を行うなど、区ボランティアセン

ターを支援 

○ 人材の発掘・育成に関する講座等の実施状況

に関する現状把握や分析と、担い手を育成する

ための有効な手法の検討 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 地域における住民主体の福祉保健活動の立ち上げ・継続・拡充の支援 

○ 既存の活動を福祉保健活動に発展させるきっかけづくりや働きかけ 

○ 地域の福祉保健活動推進に関わる組織（自治会町内会、地区社協等）の支援 

○ ボランティアについてのニーズの把握と充足を進めるため、ボランティア相談・コーディネートの機能を高め、

ボランティアの人材開発を推進 

○ 地域住民による「交流」や「相談調整」の「仕組みと場」に対する運営支援と連携 

＜柱 3-4-1＞ 地域で取り組む福祉保健活動の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 地区ボランティアセンター設置・運営の取組について（緑区竹山地区社協） 

  
○ 竹山地区は、昭和 40 年代に住民が一斉入居した団地群が多く、地域全体の急速な高齢化や

援護を必要とする住民の増加が問題となっている中、竹山地区社協が中心となり、地域住民同
士での支えあいのしくみとして平成 21 年 10 月に「竹山地区ボランティアセンター」を設置
しました。 

 
○ ボランティアセンターの受付時間は毎週月～金曜日の午前１０時から１２時。利用対象は主

に高齢者、障害児者、乳幼児のいる世帯などで、例えば通院･通学などの付添い、車いす介助、
買い物代行、日曜大工や話し相手など、竹山地区内の住民同士が自分達の得意なこと･出来るこ
とを活かした活動となっています。相談は毎日２名体制で受付し、民生委員や地区社協ＯＢな
ど８名の｢世話役｣が相談内容とボランティア活動者とのコーディネートを行っています。 

 
○ 地域の関係機関との連携も大切にしており、介護保険で対応できるような相談や、通院のた

めの送迎などは、地域ケアプラザや区社協などへつなぎ、地域のケアマネジャーとの情報のや
りとりも大切にしています。 

 
○竹山地区では、かつて地区センターや地域ケアプラザな

ど公共的な建物がなく、地域住民が気軽に集える場所を
作ろうと、自分達で長年にわたり集めた出資金で約１０
年前に自治会館を建設しました。その際に地区社協も自
治会館建設経費を一部支払い、地区社協独自の部屋を自
治会館内に作りました。地区ボランティアセンターの活
動もこの拠点を活用しており、拠点があることで活動の
周知や担い手の広がりにもつながっています。 

 

 

 
＜コラム＞ 「ヨコハマ市民まち普請事業」をはじめとする「地域まちづくり支援制度」について 

  

○ 「ヨコハマ市民まち普請事業」をはじめとする「地域まちづくり支援制度」は、地域の課題

解決や生活空間の質の向上を目的として活動されている皆さん、活動したいと思われている皆

さんを対象とした様々な支援メニューです。 

 

○ 「ヨコハマ市民まち普請事業」は、皆さんの発意とアイデアによる身近な地域の公共空間に、

地域課題の解決などに役立つ施設の整備に関するまちづくりの提案を募集し、公開コンテスト

により選考された提案に対して、整備費（最高 500 万円）を支援する事業です。 

 

○ 「地域まちづくり支援制度」は、身近な地域のまちづくりに関

する活動に対して、皆さんから様々な相談を受けるとともに、

まちづくりコーディネーター（まちづくりや活動の進め方に関

する専門家）の派遣、活動費（最高 30 万円）の支援を行う制

度です。また、地域まちづくり推進員会の認定を受けることが

できれば、施設を整備するための事業費（最高 500 万円）の支

援を受けることもできます。 

 

○ 地域の生活空間へ施設を整備できるだけでなく、「将来、まち

がこうなってほしい」という地域の皆さんの思いを図と文章に

まとめた「まちづくりのプラン」や、建物の建て方や生活環境

の約束事をまとめた「まちづくりのルール」を策定して運用す

ることもできます。 

 

○ このような地域まちづくり活動を通じて、環境や施設が整備で

きるだけでなく、地域の活力も高まっていく制度です。 

事例紹介 

コラム 
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◆重点取組＜柱 3-4＞ 

活動が継続するための手法の浸透・企業やＮＰＯ等と連携した取組の推進 

 
 

＜柱 3-4-2＞ 
活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ等の提供を通した活動の支援 

 
 
【現状と課題】 
  

○ 福祉保健活動を行っている地域では、活動の担い手となる人材の発掘・育成や、活動が継

続していくための資源（人材、拠点、資金、物資、情報等）の確保や活用について課題があ

り、活動を継続させることを困難に感じている場合があります。 

○ 地域福祉保健活動を推進するうえで活動資金の問題は大きく、活動の継続の可否に大きく

関わってきます。行政等の補助金を利用して地域活動を行っているところでは、補助の終了

に伴い、活動の継続が難しくなる場合が多々あります。 

○ 活動が継続していくための資源の環境整備を行い、整理された分かりやすい情報を提供し、

活動が継続できるよう支援することが求められています。 

○ NPO 法人、テーマ型活動団体等の様々な活動者のネットワークづくりや、ニーズにあった

資源の仲介等を行う中間支援組織との連携等の環境整備を進めることで、地域活動の継続や

活動者が新たな視点で取組を進めていくことが期待できます。 

○ 住民主体の福祉保健活動の取組が更に進むよう、先進事例の提供や特色ある取組などを広

く情報提供し、取組の参考にできるようにしていくことも必要です。 

 
【これからの取組】 
   

関係局等と連携し、活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ等の提供を通した活動支援

策について検討します。 

市 市社協 

○ 活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ

等の提供を通した活動支援策の検討 

○ 特色ある活動や、先進事例の提供による住民

主体の取組の推進支援 

○ 助成制度を通した活動推進支援 

・ 情報の蓄積・整理・体系化・活用 

・ 団体間のネットワークづくり 

・ ニーズ把握を通じた先駆的な事業や取組の

創出 

・ 財源獲得のための手法の提供等、継続的な

活動支援 

○ 既存の資源（人材、拠点、資金、物資、情報

等）を上手に活用するための様々な工夫につい

て検討 

○ 助成財源確保・増強のための新たな取組等の

検討 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区計画・地区別計画の推進につながる助成の仕組みの検討を進める 

○ 活動推進のための人材、資金等の適切な情報や手法を、住民にわかりやすく工夫し提供する 

○ 助成制度の申請に関する助言及び活動支援助成をきっかけとした活動団体の運営支援 

○ 既存の資源（人材、拠点、資金、物資、情報等）を上手に活用するための様々な工夫を、中間支援組織や活動

者とともに検討 

＜柱 3-4-2＞ 
活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ等の提供を通した 

活動の支援 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-4＞ 

活動が継続するための手法の浸透・企業やＮＰＯ等と連携した取組の推進 

 
 

＜柱 3-4-3＞ 
企業とのパートナーシップによる課題解決に向けた取組の推進 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域の福祉保健課題が複雑多様化するなか、課題解決に向けた取組をより一層進めていく

ためには、地域の力に加えて、企業等との協働を進めていくことが求められています。 

○ そのためには、企業の CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の取
組と連携することが有効です。 

○ 地域貢献企業認定制度（地域ボランティア活動等の社会的事業に取り組んでいる企業を、
一定の基準の下に認定しその成長・発展を支援する制度）や、共創フロント（新たな事業機
会の創出や社会的課題の解決に取り組むために、民間企業・団体等からの相談・提案を受け
る窓口）等の仕組みを活用し、地域に貢献する企業も増えてきています。 

○ 高齢者の見守りなど、地域課題の解決に向けて積極的に協力する企業との「公民連携」の
取組も進んでいます。 

○ また、一般就労を目指すことが困難な人や困難を抱える若者に対して、社会的な自立に向
けた支援を行う「中間的就労」の場を広げていくために、担い手となる企業や市民の「中間
的就労」への理解・協力を得ていくことも必要です。 

○ 企業に地域への関心を持ってもらい、地域も福祉保健課題の解決に向けて企業の力を生か
そうとする風土づくりが必要です。 

○ 企業の地域貢献活動が地域・企業双方にとって実りあるものとなるよう調整を図ることで、
多くの企業が地域貢献活動を行う際に、地域福祉保健の取組に目を向けていくようにしてい
くことが重要です。 

○ 企業と地域のニーズを結びつけ、両者の協働による課題解決に向けた取組を推進していく
ことが求められています。 

 
【これからの取組】 

 
企業と連携し取り組む福祉保健課題を整理し、企業の地域貢献活動と地域のニーズをつなげ

るための取組を検討します。 

市 市社協 

○ 企業との連携により解決可能な市域の課題の
整理 

○ 関係局や市社協と連携し、整理した課題や地
域ニーズ等の情報を企業へ提供 

○ 地域貢献企業認定制度の周知、認定企業との
連携 

○ 共創フロントの活用 

○ 「中間的就労」実施事業者の育成支援策の検
討 

○ 区と企業等の連携が促進されるための環境の
整備 

○ 企業の地域貢献活動に関する相談に対して、
活動テーマ別に事例や選択肢を提案して対応で
きるような区域の相談機能を強化する支援 

○ 企業の規模や地域性などを考慮した市域・区
域の役割整理 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 企業・商店との連携により解決可能な地域の課題の整理 

○ 整理した課題や地域ニーズ等の情報の企業への提供 

○ 企業が地域に目を向けて地域貢献を行い、地域が企業とともに課題を解決しようとする風土づくりの推進 

○ 地域と企業の双方のためになるような企業の地域貢献の取組を進めていく際に必要な調整 

＜柱 3-4-3＞ 企業とのパートナーシップによる課題解決に向けた取組の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-4＞ 

活動が継続するための手法の浸透・企業やＮＰＯ等と連携した取組の推進 

 

＜柱 3-4-4＞ 
ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの理解の促進と地域福祉保健活動との
連携の推進 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 介護保険制度の施行を契機に、様々な社会福祉分野の公的制度内外において、民間事業者

の参入により、サービスの基盤整備が進み、一定程度の地域課題が解消されるようになって

きています。 

○ ソーシャルビジネス（SB）*1、コミュニティビジネス（CB）*2の手法を活用している事業者

や、これから起業して SB・CB の手法を活用し地域福祉保健課題に取り組んでいこうとする事

業者（団体・個人）を支援し、地域の課題解決に取り組む担い手を広げていくことが重要で

す。 

○ SB・CB 事業者が既存の地域福祉保健活動等と連携しながら、地域課題解決に取り組んでい

くための支援体制が必要です。 

○ また、地域の福祉保健活動者も、活動を継続していくひとつの方向性として、CB の手法を

活用することを視野に入れ、活動に生かしていくことが大切です。 

○ 一部の福祉保健活動団体では、例えば CB の取組に関する講座を実施する等の取組を始めて

います。しかし、CB の考え方については、まだ十分周知されていないため、今後の地域福祉

保健活動の継続・推進のためには、こうした視点を持てるよう市民に向けて情報を発信し続

けていくことが重要です。 

 
【これからの取組】 
   

SB・CB 事業者と地域福祉保健活動等との連携を支援し、課題解決に向けた取組を推進します。 

市 市社協 

○ 関係局や市社協と連携し、SB・CB 事業者と

地域がつながる仕組みの検討 

○ 区役所、地域ケアプラザ、区社協に対する、

SB・CB 事業者の取組の周知 

○ SB・CB 事業者との連携により解決可能な市

域の課題の整理 

○ 団体支援における「NPO 法人化」や「CB」

の手法の導入など、公的機関等支援者の知識を高

める取組を継続的に実施 

○ 「地域課題やニーズ」と「SB・CB 事業者」

とをつなげるための方策の検討 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ SB・CB 事業者、中間支援組織、地域の取組をつなぐコーディネート 

○ 地域の CB の手法を活用した福祉保健活動の支援 

 
*1 ソーシャルビジネス（SB）：様々な社会的課題（高齢化問題、環境問題、子育て・教育問題など）を市場として捉え、そ

の解決を目的とする事業。「社会性」「事業性」「革新性」の３つを要件とする。 

*2 コミュニティビジネス（CB）：SB のなかでも活動領域や解決すべき社会的課題について一定の地理的範囲が存在するもの。

地域でボランティア的展開をしている事業や、あるいは必ずしも社会性や革新性が高くない、地域での小さな事業活動を

CB と呼んでいる場合もみられる。 

＜参考：経済産業省ソーシャルビジネス研究会報告書（平成 20 年３月）、ソーシャルビジネス推進研究会報告書（平成 23

年３月）＞ 

＜柱 3-4-4＞ 
ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの理解の促進と 

地域福祉保健活動との連携の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 活動資金の調達の取組例について（栄区公田町団地） 

  
○ 相次ぐ孤立死の発生をなんとか食い止めようと、ひとり暮らし高齢者等の見守り活動を行う

ために、団地の住民が「NPO 法人 お互いさまねっと公田町団地」を発足させています。団
地内にあったスーパーやコンビニエンスストアの撤退により、買物の不便さも課題となってい
るところでした。 

 
○ 活動拠点の家賃や必要経費など活動資金の確保にあたっては、ＮＰＯ法人として、お互いさ

まの思いで無理なく続けるため、自主財源の確保が最大の課題です。 
 
○ 見守り及び買物支援の一環として、重くかさばるような日常生活用品（米、トイレットペー

パー、洗剤など）の販売（希望者には自宅まで運搬も支援）、週１回の「あおぞら市」における
弁当・惣菜・野菜などの販売、拠点内のミニ食堂での軽食（朝食・
昼食）の提供を行い、その売り上げを活動資金として確保していま
す。 

 
○ その他にも、NPO 法人の会費、サロン内に募金箱設置、日本郵

便の事業委託、自動販売機の設置、活動拠点フロアの貸し出し、有
償生活支援、ビヤガーデン（6 月～9 月に月１回）等の季節に合っ
たイベント、ヨガや脳トレ麻雀（週 1 回）の参加費、施設見学者
への配付資料の実費等が自主財源確保につながっています。 

 
＜コラム＞ 区の課題解決に民間提案を活かす！「共創フロント」について 

  
○ 横浜市では、民間事業者の皆様から公民連携に

関する相談・提案を受け付ける窓口として「共創
フロント」を開設しています。いただいた提案は、
政策局共創推進室が民間と市役所各部署との橋
渡し役となり、実現に向けた検討や調整をしてい
ます。 

 
○ 福祉保健の分野においても、大手製薬会社との

連携による「熱中症予防セミナーの開催」、「認知
症対策に関する連携協定の締結」など、たくさん
の事例が共創フロントへの提案を通じ実現して
います。区や地区の課題解決にもぜひ活用ください。 

 
＜事例紹介＞ 「企業の社会（地域）貢献活動ノウハウ集」の製作および普及について 

  
○ 横浜市社協では、「社会（地域）貢献活動をやろうと考えている 

のですが、実際、何をやったら良いのか…」というお問合せを企 
業の方からいただくことがあります。多くの企業が企業理念・経 
営理念に基づき、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の取組を行ってい 
ますが、一方では、どのように社会（地域）貢献活動に取り組め 
ばよいか悩んでいる企業も多いようです。 

 
○ 横浜市内にある企業の皆様向けに、社会（地域）貢献活動として、 

どのようなことに取り組めばよいのか、何ができるのかについて考 
えるヒントとなり、積極的に活動に取り組んでいただくきっかけと 
なるツールがあるとよいのではないかと考え、「企業の社会（地域） 
貢献活動ノウハウ集」を作成しました。事例あり、担当者による座 
談会ありと盛りだくさんな内容になっています。 

 
○ 作成にあたっては、社会福祉協議会職員だけではなく、地元横浜 

を代表する企業の担当者、ＮＰＯ法人職員、関係行政職員とさまざ 
まな立場の方にプロジェクトメンバーになっていただき、その豊か 
な経験とアイディアをいただきました。 

事例紹介 

コラム 

事例紹介 
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◆重点取組＜柱 3-4＞ 

活動が継続するための手法の浸透・企業やＮＰＯ等と連携した取組の推進 

 
 

＜柱 3-4-5＞ 
地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動の推進 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 地域住民も参加できる活動を地域の福祉施設が実施したり、地域の様々な行事に自治会町

内会と協力して参加する等、地域と施設が連携した取組が増えています。 

○ グループホーム、地域作業所、小規模多機能型居宅介護事業所等のように地域住民と関わ

りを持ちながら活動している施設が増えています。 

○ これらの施設は、地域に存在する施設として住民に理解し活用してもらうことが必要であ

るにも関わらず、施設自体が地域によく知られていない、あるいは施設の利用者や職員が地

域とほとんど接点がない等の状況があります。 

○ 施設の強みを生かし、施設と住民が役割分担をして避難訓練を実施したり、地域でバザー

を開催する等、住民と協働した取組を進めることで、地域福祉保健活動をさらに推進するこ

とができると考えます。 

○ また、施設の機能を生かした事業実施を通じて、地域に関わる取組を進めていくことも必

要です。 

 
【これからの取組】 

 
地域の福祉施設と協働した地域福祉保健の取組の推進について検討を進めます。 

市 市社協 

○ 地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動

推進 

○ 社会福祉法人が担い手となる中間的就労の場

づくり等の実施事業を通した地域に関わる取組

の推進 

 

○ 社協における会員で組織する部会活動を活性

化するとともに、市社協・区社協それぞれが持

つ部会・分科会活動の連携や役割の整理を実施 

○ 市内の施設・事業所・団体等の組織化を一層

進め、相互の情報提供や地域課題の共有を推進 

○ ｢場の提供｣｢研修・講座・体験学習等の共同企

画・実施｣などの事業を通じて、福祉施設が持ち

うる以下のような機能や特長を発揮できるよう

にするための取組を推進 

・ 地域の拠点としての機能 

・ 専門職の宝庫であり課題解決や事業実施に

おいて連携できる機能 

・ 従事者が、勤務地または居住地において地

域の人材となりうる機能 

・ 施設固有の特長を生かして地域福祉保健の

人材育成ができる機能 

・ 地域で暮らしにくさを感じている人を受け

止めていく社会参加の場 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 社会福祉施設等と、地区社協等の地域組織との連携を進め、地域福祉保健に関する課題に協働して取り組める

体制づくり 

＜柱 3-4-5＞ 地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-4＞ 

活動が継続するための手法の浸透・企業やＮＰＯ等と連携した取組の推進 

 
 

＜柱 3-4-6＞ 
NPO 等と地縁組織との連携による地域福祉保健活動の推進 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 区域又は市域でテーマ型の活動（例：子育て支援に関することや、障害者の支援に関する

こと等）を行う団体や NPO 法人等と地縁組織の連携について、相互の情報共有や協働を一層

推進する必要があります。 

○ 地域で活動を行う地縁組織の取組と、区域又は市域で活動を行う団体や NPO 法人等の取組

について、それぞれの長所を生かした連携・協働を行うことにより、日常生活の様々な福祉

保健課題に対応する新しい取組が広がることが期待できます。 

○ 地域の福祉保健課題に取り組もうとする NPO 法人等も、共に地域活動を推進する一員とし

て、相互理解を進めていく必要があります。そのためには、公的機関が NPO 法人等と地縁組

織をつなげる支援が求められています。 

○ また、地域福祉保健活動が円滑に進むよう、企業、NPO 法人、テーマ型活動団体等のネッ

トワークづくりを行っている中間支援組織と連携し、そのノウハウを生かすことも、NPO 法人

等と地縁組織との連携を進めていくひとつの手法として期待できると考えられます。 

 
【これからの取組】 
   

NPO 法人等と地縁組織が連携した地域福祉保健活動の取組について、関係局等と共に検討を

進めます。 

市 市社協 

○ 関係局の実施する NPO 法人や団体等を対象

とした研修に対し、地域との連携・地域課題の

把握に関する区への情報提供、協力等 

○ 社協の会員組織としての強みを生かし、NPO

法人等と地縁組織とがつながる取組や、相互理解

を進める取組を検討 

○ 福祉系分野の NPO 法人のほか、環境系、まち

づくり系、健康・スポーツ系など、幅広い分野の

NPO 法人との連携を市域でも取り組むほか、区

域・地域で取り組む事例の収集や提供を推進 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 地域課題に取り組む NPO 法人等と地縁組織の橋渡し 

○ 中間支援組織と連携した NPO 法人、地縁組織等とのネットワークづくり支援 

 
 
 

＜柱 3-4-6＞ NPO 法人等と地縁組織との連携による地域福祉保健活動の推進 

現状と課題 

これからの取組 
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推進の柱 3 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる仕掛けをつくる 
 
 
 
◆重点取組＜柱 3-5＞ 

 
地域資源の有効活用のための仕組みづくり 

 
 
 

 
2025 年（平成 37 年）に想定される 

課題や既に表面化している課題 
 

2025 年（平成 37 年）に向けて 

目指す姿 

 

○ 限られた資源（特に公的な場所・人材・財

源）を有効活用するため、地域福祉保健に関

するコーディネート機能が必要になってい

る。 

  

○ 既存の資源の情報を共有し、効果的に

連携と役割分担を進めることにより、地

域課題に対するきめ細やかな取組が行わ

れている。 

 

 

重点取組 
計画期間＜平成 26～30 年度＞ 

で目指す姿 
具体的な取組名 

 

＜柱 3-5＞ 

地域資源の有効活用のた

めの仕組みづくり 

 

 

 

○ 地域福祉保健活動の推進

に重要な資源と人材が効率

的・効果的に機能している。 

 

 

＜柱 3-5-1＞ 

担い手育成や幅広い市民参加に向けた地域

福祉保健の取組を広げるための地域に関わ

る様々な公的機関の連携促進 

 

＜柱 3-5-2＞ 

地域の交流の場や機会づくり推進に向けた

地域資源活用方法の検討 
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◆重点取組＜柱 3-5＞ 

地域資源の有効活用のための仕組みづくり 

 
＜柱 3-5-1＞ 

担い手育成や幅広い市民参加に向けた地域福祉保健の取組を広げるための地域に関
わる様々な公的機関の連携促進 

 
 
【現状と課題】 

 
○ 区域には、地域ケアプラザ・福祉保健活動拠点など福祉保健関連施設以外にも、区版市民

活動支援センター、地区センター、コミュニティハウス、スポーツセンター、老人福祉セン

ター、国際交流ラウンジなど、市民の活動を支援する公共施設があり、それぞれで様々な講

座などが実施されています。 

○ 受講者の中には、講座受講後、自分の興味に応じてグループをつくり、活動を継続してい

る人もいます。こうした活動をきっかけにして、地域福祉保健活動に関心をもち、活動に結

びつけていけるような企画や仕掛けをする必要があります。 

○ 地域福祉保健活動の担い手として幅広い市民参加を得ていくためには、このような区域の

公共施設等と連携を深めていく必要があります。 
 
【これからの取組】 

 
地区センター、コミュニティハウス、老人福祉センター、区版市民活動支援センター、福祉

保健活動拠点、地域ケアプラザ等地域施設間での関係づくりを進め、地域ニーズや地域資源、

人材等の情報の共有化、事業等の共同実施等、施設が連携した取組が進むよう、関係局や区に

対する働きかけを行います。 

市 市社協 

○ 地域施設間での関係づくりを進めるため、関

係局区への働きかけ 

 

○ 福祉保健関連以外の施設との連携を進める方

策について、市社協の機能を生かして先導的な取

組を提案するなど、市と連携した検討・調整を実

施 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 区域において福祉保健関連以外の施設や団体等とも連携が進むよう調整を行う 

○ 区版市民活動支援センターと福祉保健活動拠点ボランティアセンターの情報提供・相談機能等の連携 

○ 関連施設連絡担当者会議等の実施・参加 

 

＜柱 3-5-1＞ 
担い手育成や幅広い市民参加に向けた地域福祉保健の取組を 
広げるための地域に関わる様々な公的機関の連携促進 

現状と課題 

これからの取組 
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◆重点取組＜柱 3-5＞ 

地域資源の有効活用のための仕組みづくり 

 
 

＜柱 3-5-2＞ 
地域の交流の場や機会づくり推進に向けた地域資源活用方法の検討 

 
 
【現状と課題】 

 
○ サロンなど住民の交流の場づくりの取組が広がっているなか、実施する場がない・不足し

ているという課題があげられています。 

○ 公的施設としては日常生活圏域ごとに地域ケアプラザを整備していますが、より身近なと

ころに集まることができる場所がほしいという声もあります。 

○ 地域には、地区センター・コミニュティハウス等の公的施設や、自治会館・町内会館等の

地域の施設があり、それらをより活用していく必要があります。 

○ 限られた財源で取組を進めるためには、既存資源の有効活用を図りながら、地域の拠点づ

くりの手法を検討していく必要があります。 

○ モデル事業として補助金の活用により新たな拠点を設置している地区もありますが、建物

の賃借料やコーディネーターを配置すること等に費用がかかるため課題は大きく、補助金が

なくなった後も継続していけるよう、コミュニティビジネスの視点も含めた検討が必要です。 

 
【これからの取組】 

 
地域福祉保健活動の場の確保の支援をするため、既存資源を有効活用できるよう検討を進め

ます。 

市 市社協 

○ 市営住宅を始めとした公営住宅等での場の確

保の仕組みの検討 

 

○ 身近な地域での居場所、交流の場となる拠点

確保について、福祉分野における既存施設活用の

例のほか、企業や空き店舗等の活用例なども含め

て収集し、地域の中で持続可能な拠点の確保を支

援する 

 

区域（区・区社協・地域ケアプラザ） 

○ 様々な補助制度・支援メニューを整理し地域への情報提供の実施 

○ 地域ニーズや必要性に応じ、地域の場づくりを支援するため、場の確保に向けた地域・関係機関との調整の実

施 

 

＜柱 3-5-2＞ 
地域の交流の場や機会づくり推進に向けた地域資源活用方法の

検討 

現状と課題 

これからの取組 
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＜事例紹介＞ 地域施設職員向け「地域施設 地域支援事業推進者 研修」について（戸塚区）

  

○ 戸塚区では、区政推進課・地域振興課・福祉保健課が連携し、横浜市全体でも画期的な取組

として、「地域施設 地域支援事業推進者 研修」を平成 24 年度に開催しました。地域活動の支

援を行う区民利用施設職員を対象に、施設利用者を地域活動の担い手として発掘するための手

法の提供や、施設間の連携を促進することを目的としています。 

 

○ 全３回の研修では、事例発表やグループワークを通して、お互いが各地域施設の機能や自主

企画事業等について理解することができました。また、講師からコミュニティ再生における地

域施設の役割や、施設を地域づくりの拠点にしていくための事例や考え方について講義が行わ

れました。 

 

○ 受講者からは「区内の施設が一堂に集まることが画期的だった」「地域の関連機関との連携を

深め、よりよい地域を作っていきたいと思った」といった感想が聞かれています。 

 

○ 地域施設が互いの事業実施をしていく中で連携できるところを見つけあい、各施設の強みを

生かしながら協働した取組を進めていくことで、いままで地域活動に参加したことのなかった

新たな担い手の発掘につなげていくことができると考えます。 

 

 

 
＜事例紹介＞ 地域の交流の場づくりに関する地域資源活用の事例（瀬谷区南瀬谷地区） 

 

○ 地域では、地域にある公的施設や民間の資源を活用した交流の場等の拠点づくりの取組が、

様々な工夫により行われています。 

 

○ 瀬谷区南瀬谷地区では、市営住宅の空き住戸を活用して「高齢者生活相談所（あって～南瀬

谷）」をつくり、瀬谷区役所の支援のもと、地域の団体が運営しています。 

 

○ ここではよろず相談やサロンの実施、広報誌の発行等を行っています。南瀬谷地区は区役所

や地域ケアプラザから離れたところにあるため、高齢者がちょっとした生活相談等に訪れるな

ど、地域で安心して暮らすための大切な拠点となっています。 

 

○ 他の地区においても、地域の空き家・空き店舗を活用したり、補助金を利用して拠点を整備

するなど、地域の状況に応じた様々な取組が進んでいます。 

事例紹介 

事例紹介 
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