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第３期横浜市地域福祉保健計画の策定にあたって 

 
 
 
 横浜市では平成 16 年に社会福祉法に基づく市町村地域福祉計画である「横浜市

地域福祉計画」を策定し、市民の皆様とともに地域の福祉保健の取組を進めてきま

した。今回、これまでの取組の評価・課題を踏まえ、平成 26 年度から 30 年度ま

でを計画期間とする、「第３期横浜市地域福祉保健計画」を新たに策定しました。  
 これからの 5 年間は「 2025 年問題」として言われるように、後期高齢者の急増、

単身世帯の増加など地域社会を取り巻く状況が大きく変化し、支援を必要とする人

がますます増えていくことが予想されています。また、大規模災害時における要援

護者支援の仕組みづくりなど、地域を取り巻く課題は数多くあります。今から将来

の横浜の姿を見据え、個人や家族だけではなく、地域の人々がお互いの持つ力を合

わせ、課題解決に向けて取組を進めていくことが必要です。  
 地域は、そこに暮らす人々が自分らしく生き生きと暮らせるための、最も身近で、

かけがえのない生活の基盤です。第 2 期横浜市地域福祉保健計画では、地域での支

え合いの仕組みづくりを進め、市民の皆様の力を発揮していただき、全区で地区別

計画を策定し推進することができました。第 3 期計画でも引き続き、市民の皆様と

一緒にこの仕組みを土台に住民相互のつながりをさらに強め、『だれもが安心して

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』という計画の理念

実現を目指して、地域をより豊かなものにしていきたいと思います。  
 

本計画の実現に向けては、市民の皆様や各関係機関・団体の皆様、事業者の皆様

と行政が地域づくりの推進に向け協働していくことが必要です。引き続き、御支援、

御協力をお願いいたします。  
 
本計画の策定にあたりましては、第３期横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員

会の皆様に熱心に御議論いただくとともに、パブリックコメントなどを通じて市民

の皆様をはじめ、関係者の皆様から多くの貴重な御意見・御提案をいただきました。

心から感謝申し上げます。  
 
 
 
 

 
 
 
 

平成 26 年３月  
横浜市長  林  文子  



身近な地域の中でつながりや支えあいの「よこはま」をめざして 

 
 
 

横浜市社会福祉協議会は、平成７年に地域福祉活動を推進する民間計画として横

浜市地域福祉活動計画を策定し、以来４次 19 年にわたりその実現に取り組んでま

いりました。  
一方、平成 16 年に横浜市は市地域福祉計画を策定し、各区での取組が進められ

てきましたが、現在では多くの区において、区計画が区役所と区社協とで一体的に

策定されています。  
本会にとっての第５次横浜市地域福祉活動計画となる今回の計画の策定は、こう

した背景の中で、初めて横浜市地域福祉保健計画と一体的な策定がなされました。 

これによって、横浜市の地域福祉保健について、本会と横浜市とが共通の理念・

目標のもとでそれぞれの役割を明らかにするとともに、行政の施策と民間レベルの

活動とが同じ方向を向いて進んで行くための大きな一歩を踏み出すことができま

した。  

すでに、区計画とともに地区別計画が市内全区で策定・推進されています。今回

の市計画策定によって、より身近な地域における福祉保健活動を、重層的かつ総合

的に推進していく道筋が整ったと考えています。  

 人口の高齢化が進む中で家族機能も変わりつつあり、市民一人ひとりの日々の暮

らしを支えていくためには、身近な地域の中にあるつながりや支えあいの活動はま

すます重要なものとなっていきます。本計画策定を機に新たに掲げられた『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』という基

本理念は、本会の活動理念とも趣旨を同じくするものです。この計画が目指す地域

社会を実現していくため、多くの市民や関係機関・団体の皆さまに参画していただ

きながら、身近な地域の中でつながりや支えあいの「よこはま」を目指して「共助

の層」を厚くする取組を進めてまいりたいと思います。  

 

最後になりますが、本計画の策定にあたり熱心に御検討をいただいた第３期横浜

市地域福祉保健計画策定・推進委員会の委員の皆様をはじめ、広く御意見をお寄せ

くださった市民の皆さまに心よりお礼申し上げます。そしてこれからの計画実現に

向けての様々な取組やその推進につきましても、引き続きお力添えを賜りますよう

お願い申し上げます。  

 

 

 

 平成 26 年３月     

 社会福祉法人      

 横浜市社会福祉協議会  

 会長  佐々木寛志    



 

第３期横浜市地域福祉保健計画の策定にあたって 

 

 

平成 12年に改正された社会福祉法に地域福祉計画が位置づけられた（平成 15年４月施行）ことを受

け、横浜市では、平成 16 年に第１期計画として市計画（計画期間５年）を策定し、その後、全区で区

計画を策定しました。さらに平成 21 年には第２期計画（計画期間５年）を策定し、他の政令市には見

られない市－区－地区の３層構造の計画として地域福祉保健の推進を図ってきましたが、今般、第２期

計画の終了を受け、第３期計画（計画期間５年）を策定するに至りました。 

この第３期計画の第一の特徴としては、これまで別々の計画として進められていた横浜市社会福祉協

議会の地域福祉活動計画（以下、活動計画）との一体化を図ったことが挙げられます。活動計画の策定

は市計画より早く、第一次計画が平成７年に立てられ、その後、第二次計画（平成 12年～）、第三次計

画（平成 17年～）と改定されてきましたが、第四次計画（平成 22年～）は、市の計画と一体化するこ

とを念頭に終期を平成 26年３月とし、平成 26年４月から、一体化された第３期横浜市地域福祉保健計

画としてスタートすることになります。 

理念や使命が異なった２つの組織が一体的な計画を作るには、さまざまな論議がありましたが、無事

に一体化されたことは、市民や関係者にとっては大きな意味のあることで、これにより横浜市の地域福

祉保健はさらに推進されることと思います。 

ところで、平成 25 年８月に公表された「社会保障制度改革国民会議報告」によれば、今後の社会保

障制度に関して、「高度経済成長期に確立した『1970 年代モデル』の社会保障から、超高齢化の進行、

家族・地域の変容、非正規労働者の増加など雇用の環境の変化などに対応した全世代型の『21世紀（2025

年）日本モデル』へ制度改革することが喫緊の課題」であるとし、その基盤として、「住み慣れた地域

で人生の最後まで自分らしく暮らせるよう、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築につ

いて、コンパクトシティ化などハード面の整備やサービスのネットワーク化などソフト面のまちづくり

として実施し、『21世紀型のコミュニティの再生』を図る」としています。 

そして、地域包括ケアシステムの条件としては、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が一

体的に提供される仕組みであることが必要であるとし、とくに地域での生活を継続するためには、地域

資源の開発、地域リーダーの育成、住民互助活動やボランティア活動の実施等が重要であると指摘して

います。また、この地域包括ケアシステムは、単に介護が必要な高齢者だけを対象とするのではなく、

「困りごとを抱えた」地域住民すべてがその対象となるとしています。 

これらを考えたとき、『21世紀（2025年）日本モデル』や『21世紀型のコミュニティの再生』を実現

するうえで、横浜市地域福祉保健計画は必要不可欠のものであり、その実行が横浜市の地域包括ケアシ

ステム実現のカギを握っているといっても過言ではありません。 

私自身、第１期の横浜市地域福祉保健計画策定から関わっており、また、いくつかの他の自治体の地

域福祉計画や社会福祉協議会の地域福祉活動計画の策定・推進のお手伝いもしていますが、横浜市は、

計画の策定・推進・評価に関して、もっとも熱心で誠実に取り組んでいる自治体・社協の一つだと強く

感じています。しかし、まだまだ市民にこの計画の重要性、意味や内容、方向性が十分に浸透している

とは言えませんし、市民の参加もさらに求められることも事実です。 

言うまでもなく、計画は実行されることに意味があります。第３期計画の

着実な推進に向けて、関係者が一丸となって努力されることを期待していま

す。 

 

横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会委員長  森本 佳樹 
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