
第３期 横浜市地域福祉保健計画　よこはま笑顔プラン　中間評価 【概要版】

（１）取組及び柱ごとの成果を考察
・３つの推進の柱の下に位置づけられた合計35の取組について３つの視
点を考慮しながら、 推進状況の経年変化を捉えました。
・上記の結果をもとに、それぞれの推進の柱ごとに取組の成果を総合的
に考察しました。 （※裏面「重点取組の課題・まとめ」参照）

【参考】推進の柱（取組数）
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(4)
柱２
支援を必要とする人が的確に支援につながる仕組をつくる(13)
柱３
幅広い市民参加から地域福祉保健の取組がひろがる仕掛けをつくる(18)

（２）どれだけ総合目標に近づいたかを考察
上記(１)の結果を踏まえ、それぞれの推進の柱ごとの成果が、第３期横浜

市地域福祉保健計画の３つの総合目標に対して、 どれだけ近づいたのか
を考察しました。

※ なお、上記手順を進めるにあたっては市民（代表）・学識経験者・市民活
動関係者等から構成される「横浜市地域福祉保健計画 策定・推進委員会」
にて評価・考察を行いました。

１ 評価の趣旨
○第３期横浜地域福祉保健計画（以下「市計画」とします。）
推進の中間年度にあたり、これまでの進捗状況について評価
を行いました。

○計画策定時に定めた評価方法に基づき、量及び質の両面から
市・区・地域の取組および地域づくりを進めるために市域で
進めている施策や事業、さらに市民や企業が主体的に進めて
いる活動等について、総合的に評価を行いました。

○中間評価の結果は、市計画の推進及び次期計画の策定に活か
すとともに、各区の地域福祉保健計画推進の参考としていき
ます。

３ 評価の結果

誰もが安心して自分らしく暮らせる「よこはま」をみんなでつくろう

３つの
総合目標

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

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

幅広い市民参加を重視した
地域社会全体の活力向上

２ 評価手順

【参考】３つの視点

Ａ 支援策の充実を評価する視点 （タスクゴール）

・ 計画に位置づけた支援策はどの程度行われたか

・生活の質の向上につながる取組や仕組みはできたか

・課題解決に向けた取組はどの程度達成できたか

Ｂ 住民参加のプロセスを評価する視点 （プロセスゴール）

・計画/策定推進において住民や地域が主体的に取り組めたか

・住民や地域が主体的に取り組むための働きかけができたか

Ｃ 関係機関・民間企業等との連携についての視点（パートナーシップゴール）

・関係機関・民間企業・市民活動団体等と公的機関が連携して取り組めたか

主
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・福祉保健分野以外の主体とも連携し、地

域住民向けの様々な取組で「つながり」「地

域づくり」の重要性について周知し、理解が

進み、多様な人々や多世代が交流できる場

が増えつつあります。

・第３期区計画、地区別計画等の推進を通

じて地域特性に合わせた住民主体の取組

が始まっており、それらの活動が地域交流・

つながりづくりの場として機能し始めていま

す。

・一人暮らし高齢者をはじめとした要援護者

の見守りや災害時の支援活動が住民主体

で広がりを見せています。

・健康寿命の延伸に向け、住民が身近な地

域で主体的に健康づくりや介護予防に取り

組める環境がつくられてきています。

・地域主体、行政主体の見守り活動だけで

なく地域、事業者、行政が連携し様々な活動

が行われており、重層的な助け合いの体制

づくりが進められています。

・地区別計画の推進組織で実施する会議等

の開催を通じて、地域住民・事業者・関係機

関等が連携し区域のみならず、より小さなエ

リアでの地域課題に取り組む具体的な活動

が多様に積み重ねられています。

・従来の福祉教育に加え、施設や企業等へ

の取組等により多世代で地域福祉に関わる

ことで、地域への関心を高める取組が進め

られています。

・地区別計画が地域で定着し、各地区では

住民主体で懇談会やアンケートを実施する

など、住民が地域での福祉保健活動に参加

する機会が増えています。

・小中高校での地域理解・つながりづくりに

関する福祉教育の取組が進み、地域の若い

世代が行事やボランティア活動等に参加す

る機会が増えてきています。

・従来の地域活動に参加している対象だけ
でなく、住民相互のつながりを活かして、あ
らゆる世代・市民・主体の間で地域福祉に
対する理解が進むよう、様々な事業や取り
組みを通じて働きかけていく必要がありま
す。

・地域支援体制の充実にはさらなる人材の
育成が必要です。市民・団体が各自の活動
や交流を通じて地域福祉保健に関心を持
ち、地域の中で互いにつながる機会をつく
れるよう支援し、また、その必要性について
伝えていくことも重要です。

・さらに市民一人ひとりが健康づくりや介護

予防に積極的に取り組み、社会参加等を通

じて、つながりや健康を維持していけるよう、

地域ぐるみの働きかけが必要です。

・地域の中で支え合う取組を一層推進・充実

していくために、地域の主体的な各取組・分

野をつなぐ横断的な仕組みづくりを推進する

必要があります。

・社会的孤立や生活困窮など、従来の取組

では把握することが困難な対象者層に気づ

き、地域で日常的に見守り、支援につなげら

れる、連動した仕組みづくりの一層の検討

が必要です。

・見守り活動により把握された、支援が必要

な人を的確に支援につなげるため、行政や

地域での活動が幅広い市民に伝わるような

様々な媒体による発信が必要です。

・地縁組織の主体的な取組に加え、地域と
社会福祉施設・企業・NPO等との協働によ
り、市民参加の幅を広げ、新たな担い手の
開発・拡充を進めていくことが必要です。

・地域活動の担い手となりうる、高齢者の
意欲と能力が発揮されるような仕組みや
場づくりを一層進めていくことが必要です。

・既存の取組やコミュニティに関心が低い
人々でも参加しやすい機会を作り、地域福
祉保健活動に参加する仕組みや体制づく
りを進めていく必要があります。

効果が

表れている

取組内容や
目標を見直す
必要がある

達成状況 効果が

表れている

取組内容や
目標を見直す
必要がある

効果が

表れている

取組内容や
目標を見直す
必要がある

更に力を入れて
推進する
必要がある

《基本理念》

更に力を入れて
推進する
必要がある

更に力を入れて
推進する
必要がある



重点取組

■横浜市民意識調査「隣近所とのつきあいかた」→「顔もよくしらない」
（H25：9.2％→H27：11.0％）
「比較的親密なつきあいをしている人」（H25：13.8％→H27：10.6％）
■健康に関する市民意識調査「地域の人々との関わりの意向」（H25：63.4％）
※「とてもそう思う」「どちらかというとそう思う」と回答した人

■横浜市民意識調査「心配ごとや困っていることはない」（H25：14.3％→H27：14.1％）
■横浜市民意識調査「地域の困っている人への対応」→「自分が可能な範囲で手助けしたい」（H27：80.1%）
■健康に関する市民意識調査「地域の人々は困った時に助けてくれると思う」（H25：51%）

■横浜市民意識調査「地域への愛着や誇りを感じている」（H25：80.4%→H27：79.1％）
■横浜市民意識調査「地域活動への参加意向」（H25：57.4％→H27：59.7％）

　■健康に関する市民意識調査「自分が健康だと自覚している」（H25：85.8％）　　　※この1か月の健康状態が「健康である」「どちらかというと健康である」と回答した人

総合目標 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

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

幅広い市民参加を重視した地域社会全体の活力向上

総合目標に
近づいた姿

○地域の中でつながりを持つことの重要性を理解する人が増えている

○自助・共助・公助を組み合わせた仕組みが増えている
○心配事や、困ったときに相談する相手・機関を知っている。
○支援が必要な人の課題を地域課題として捉え、解決に向けて取り組む活動が増えている
○地域の生活課題の解決に役立つ共助の取組が増えている

○地域への愛着を育てることを目指した取組が増えている
○自分の得意なことで地域のために活動できる機会が増えている
○参加する人の達成感を重視した地域福祉保健活動が増えている
○多世代の人が参加し、継続性を重視した地域福祉保健活動が増えている

手
順
1
再
掲

■地区別計画策定・推進組織の設置率（H25:91.7％→H27:91.7％）
■災害時要援護者支援の取組を実施している自治会・町内会数
（H25:1,961→H27 :2,032）
■ひとり暮らし高齢者「地域で見守り推進事業」の取組地区数
（H25:259→H27:259）
■小中学校でのつながりづくり・地域理解に関する啓発実施回数（H27:344）

■地域の見守りネットワーク構築支援事業の実施地区数（H25:6区→H27:14区）
■地域ケアプラザ（特養包括含む）での地域福祉ネットワーク構築数（H25:536→H27:572）
■健康づくり・保健活動の視点を重視した地域主体の取組数（H25:1,248→H27:1,564）
■地域施設間の連携促進の取組を実施した回数（H25:27→H27:40)
■孤立予防対策事業登録事業者数（H25:24→H27:35）

■地域福祉コーディネーター養成研修の受講者数（H25:549→H27:720）
■市民後見人養成講座修了者数（H25:42→H27:70）
■計画に関するPR機会の回数（H25:533→H27:753）
■地域活動への参加のきっかけとなる講座の開催回数（H25:202→H27:273）
■地域と学校が連携した取組の実施数（H25:110→H27:128）
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介護予防や認知症予防など
を含めた高齢者の健康づくり
への関心の高まりを受けて、
身近な地域で「元気づくりス
テーション」等の取組が定着
し、広がりつつあります。
　また、ひとつの活動をきっか
けとしてボランティアや地域
活動に発展する事例が見ら
れるようになるなど、地域の
つながりのなかで着実に取組
が進められています。

新たな課題や地域特性
を把握し、必要な担い手
の育成や仕組みづくりが
進められています。

各区において分野を越えた公
的機関（施設）のネットワーク
が広がりを見せており、さらに
地域団体との連携により地域
ニーズに応じたきめ細かな取
組が見られるようになってい
ます。

課
題

・地域の主体的な取組の立ち上げや
維持・発展を、地区別支援チームが更
に支援できるよう、連携強化していきま
す。

・具体的取組のネットワーク化を図る
ための仕組みづくりを区域、日常生活
圏域で進めていきます。

分野、対象を問わず支援が必
要な人の早期発見の取組の充
実と、行政、地域、事業者、関
係機関等による的確な支援へ
とつながる仕組みづくりが必要
です。

・地域ケア会議や、地域自立支
援協議会等で個別課題から地域
課題への検討や、課題を区域か
ら市域へと吸い上げ検討していく
仕組みづくりが必要です。

・各分野で行われているネット
ワーク会議を連動させ、地域の
生活課題として把握、検討する
ための仕組みづくりが必要です。

・健康づくりや地域活動に関心が
低い層への働きかけの工夫が必
要です。

・地域支援を推進していく人材の
育成をさらに進めて行くことが必
要です。

様々な仕組みができ始め
ていますが、まだ利用者
や契約者が少ないため、
より一層地域の中での権
利擁護の必要性の理解が
広まるように取り組みをし
ていく必要があります。

　あらゆる世代・あらゆる市
民・あらゆる主体が地域の中
でつながりを持てるよう、地域
福祉保健に関心を持つことが
できる取組をさらに拡げること
が求められます。

・生活困窮者に関する事業な
ど、新たな事業が開始されて
おり、支援を必要とする人
が、より、相談につながるよう
な取組が必要です。

・当事者の社会参加をより促
進する取組みが必要です。

老人福祉センターの機能拡
充や老人クラブ活動のさらな
る活性化等を通じて、高齢者
の社会参加や活躍の場づくり
を一層進めていくことが大切
です。

・さまざまな住民の生活
を地域で支えていくた
め、社会福祉施設・企
業・NPO等と地域との協
働がより一層求められて
います。

・イベントや行事での交
流活動等に加えて、地域
での日常的な見守りや生
活支援につながる取組
の開発・促進・支援が必
要です。

地域資源と人材をつなぐネッ
トワークを拡充するとともに、
社会的孤立や生活困窮など、
新たな課題に対応する枠組
みを検討することが求められ
ます。

高齢者の意欲と能力発揮の「場」
と「出番」づくり

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

地域資源の有効活用のための
仕組みづくり

ま
と
め

・各地区でこれまでの実践を踏まえ、
第3期地区別計画を策定・推進する中
で、地区の状況に合わせた地域支援
の手法が整理されてきています。

・地域主体の取組を支援するための自
助・共助、公助を意識した体制づくりが
進みました。

・分野別のネットワーク会議等で課題
解決に向けた具体的な取組の検討が
進み始めています。

・地区別支援チームが地域に定着し、
地域主体の取組を維持・発展するため
の検討が、地域関係者・区・区社協・
地域ケアプラザを中心に進められてい
ます。

災害時要援護者支援、ひとり暮
らし高齢者の見守り等、地域主
体の見守り活動が進められて
います。事業者による緩やかな
見守りと合わせ、地域の気づき
の目は広がっています。

・民生委員や保健活動推進員、
食生活等改善推進員、ボラン
ティア等、地域の福祉保健人材
の活動が活発に行われていま
す。

・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・解決するために必要な、既
存会議の連携調整や、人材育成
の取組が行われています。

・福祉保健人材の活動と地域が
連携し、多様な取り組みが推進
され、健康づくり、保健の取組を
活用した自助、共助が進んでい
ます。

横浜市における市民後見
人の受任が始まり、受任
者の特徴を生かした多様
な権利擁護の仕組みが少
しずつ推進されはじめて
います。

・地域住民や学校・施設・企
業等さまざまな主体がつなが
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
は着実に増加し、市民の関心
も高まっています。

・子育て支援の分野において
は地域子育て支援拠点を中
心として関係機関との協働の
取組も進んでいます。

普及啓発活動や福祉教育な
どの取組みを通して、当事者
と地域住民の身近な地域の
つながりづくりが少しずつ深
まってきています。
　

地域課題の解決に向けた支援の充実（地区
別計画及び区計画の策定・推進）

つながりを生かした
見守りの充実

安心して健やかに暮らし続けられる
地域づくり

地域での自立した生活の支援
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

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

推進の柱
柱１ 柱２ 柱３

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 支援を必要とする人が的確に支援につながる仕組みをつくる 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組がひろがる仕掛けをつくる

第3期横浜市地域福祉保健計画 よこはま笑顔プラン（期間：平成26年度～30年度）重点取組のまとめ・課題

重
点
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組
の
ま
と
め
・
課
題

総合目標を評価するための参考データ

参考
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