
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
　　対象者の生活の質の向上につながる取組や仕組みができたか
　　課題解決に向けた取組はどの程度達成されたか
Ｂ　住民参画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・地域が主体的に取り組めたか
　　住民・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協働して取り組めたか

＜取組状況を確認するための３つの視点＞

第３期横浜市地域福祉保健計画の評価の流れについて 評価の概念図と評価の流れについて

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

①-1　信頼やお互いさまの関係性で成り立つ状況が増えている
①-2　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
①-3　地域を頼り、自らつながろうとする意識のある人が増えている

②-1　自助・共助・公助を組み合わせた仕組みが増えている
②-2　支援が必要な人の課題を地域課題として捉える取組が増えている
②-3　心配ごとがない市民の減少に歯止めがかかっている
②-4　市民の主観的健康観が向上している

③-1　地域への愛着の醸成を目指した取組が増えている
③-2　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
③-3　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
③-4　持続可能性を重視した地域福祉保健活動が増えている

総合目標①の評価 総合目標②の評価 総合目標③の評価

○更に力を入れて推進する必要があること、取組内容や目標を見直す必要が
あることについて、今後の課題を整理します。

○効果が表れていることを中心に成果をとりまとめます。

③-1　地域への愛着の醸成を目指した取組が増えている

③-2　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

③-3　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

③-4　持続可能性を重視した地域福祉保健活動が増えている

■３つの推進の柱の取組状況の把握（手順①）の中から、上記の視点で取り組まれた
事例を確認する。

総合目標

総合目標を
達成した姿（案）

「総合目標を
達成した姿（案）」の

現状を客観的に
把握するための
参考データ（案）

①-1　信頼やお互いさまの関係性で成り立つ状況が増えている
■手順②の中から、Ｂ（プロセスゴール）、Ｃ（タスクゴール）に着目し、人と人との信頼
感、お互いさまの関係性ができたからこそと考えられる内容を確認する。

①-2　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
■柱1-1-1（市計画p52～）の取組状況の把握（手順①）等から、地区別計画の取組に
より、地域の生活課題の解決につながっていることが顕著な事例を確認する。

①-3　地域を頼り、自らつながろうとする意識のある人が増えている
■地域社会のつながりの状況を確認する各種調査結果（横浜市民意識調査、横浜市
健康に関する市民意識調査、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定のための
各種調査、国民健康・栄養調査（厚生労働省）など）

②-1　自助・共助・公助を組み合わせた仕組みが増えている
■柱２に関する市及び市社協の主な施策・事業（市計画p128～）等について、自助・
共助・公助を組み合わせた仕組みを構築し、稼働させているものを確認する。

②-2　支援が必要な人の課題を地域課題として捉える取組が増えている
■柱2-2-2（市計画ｐ72～）に位置づけた地域ケア会議、身近な地域でのつながり・支
えあい活動、地域自立支援協議会、要保護児童対策地域協議会等から、個別課題を
地域課題として捉えることによる新たな取組が生まれているかを確認する。

②-3　心配ごとがない市民の減少に歯止めがかかっている
■横浜市民意識調査結果「心配ごとや困っていること」（市計画p17参照）（心配ごとは
ない14.3%：H25）

②-4　市民の主観的健康観が向上している
■横浜市　健康に関する市民意識調査結果「主観的健康観」（良いと思っている人
82.7%：H25）

達成状況
（案）

今後（次期計画）へと
引き継がれる課題

成果

《手順③》それぞれの推進の柱ごとの取組の成果が、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、どれだけ寄与したのかを考察する。 資料1-3

効果が表れている
更に力を入れて

推進する必要がある
取組内容や目標を
見直す必要がある 効果が表れている

更に力を入れて
推進する必要がある

取組内容や目標を
見直す必要がある

効果が表れている
更に力を入れて

推進する必要がある
取組内容や目標を
見直す必要がある

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） 平成25年末データ（計画策定時点） 平成27年度末データ（中間評価時点）
平成29年度

（最終評価時点）

量的
【区】地区別計画策定・推進組織の設
置率

【区】82％（206地区） 【区】93％（220地区）

質的
【区】地区別支援チームの活動を下支
えする取組の実施状況

【区】各区で地区別支援チーム向けに研修を実施。（例：郷土の歴史を学ぶ、地域と
の接し方研修など）地区別支援チームが、より地域に入りやすくなるようなきっかけ
づくりを実施した。

【区】地区支援チーム向けへの研修実施や、区ごとのマニュアルを作成。マニュアル
を作成することで、地区支援チームの底上げを行うことができた。

量的
【区】地区別計画策定・推進のための
地区との話し合いの回数

【区】1,070回 【区】1,400回

質的

量的

質的

地区別計画数 235地区 235地区
量的

質的
【市】市域等におけるテーマ型活動へ
の支援状況

テーマ型活動を実施している、状況の確認を行った。
○○団体や、○○会に話し合いを実施し、市域で支援方法について調整を行った。
具体的な活動方法について検討できた。テーマ別活動の支援に関し、関係局課と検
討会を行った。

量的 【ＣＰ】地域福祉のネットワーク構築数 【CP】464か所 【CP】550か所

質的

量的

質的
【区】有機的・重層的に機能したネット
ワークづくりの事例とその背景

地域ケア会議と、区のその他の会議（認知症徘徊高齢者支援会議、虐待防止検討
会、成年後見サポートネット等）を連動させる動きが出てき始めている。（５区）

高齢・障害等の枠を超えて、権利擁護等の共通の議題について、地域ケア会議や
自立支援協議会ででた課題を持ち寄り成年後見サポートネットで検討する動きが出
てきている。また、サポートネットでの課題を地域ケア会議等で検討する相互作用の
動きが出てきている。（７区）

量的

質的

【市】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状況
【区】重点的な支援が必要な地域に向
けた取組の状況

【市】地域の見守り推進事業の調査として、地域の分析を実施。地域を４つの分類に
分け区やＣＰなどの今後の支援の参考になった。
【区】今後、重点的な支援が必要な地域に向けて、必要な取組を実施していく予定

【市】重点的な支援が必要な地域の共通項を踏まえ、各地区の状況ごとの支援メ
ニューについて、提案した。
【区】区が支援が必要な地域に対し、見守り推進事業や、交流拠点モデル事業など
を、提案できるようになりはじめている。

量的

質的

量的
【市】地域の見守りネットワーク構築支
援事業の実施地区数

【市】5か所 【市】10か所

質的

量的 【局】地域ケアプラザの整備・運営数 【局】130か所 【局】133か所

質的

量的

質的
【区】出張相談等、各地区の状況に応
じた対応の状況

【区】区・包括から依頼をし、老人会、民児協、地域の集まりで出張相談等を実施し
ている。

【区】地域から声をかけてもらい、老人会、民児協、地域の集まりで地域のニーズに
応じた出張相談等を実施している。

量的

質的

※平成25年末データ、平成27年末データは架空のものを仮置きしています。

年次推移

B（プロセス
ゴール）

B（プロセス
ゴール）

取組内容

C（パート
ナーシップ
ゴール）

C（パート
ナーシップ
ゴール）

A（タスクゴー
ル)

尺度

B（プロセス
ゴール）

C（パート
ナーシップ
ゴール）

B（プロセス
ゴール）

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

1-1-4
地域福祉保健推進の環
境整備

C（パート
ナーシップ
ゴール）

A（タスクゴー
ル)

A（タスクゴー
ル)

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

1-1-2

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

1-1-1

A（タスクゴー
ル)

評価
の視点

参考値

○第３期横浜市地域福祉保健計画の評価は、計画推進の中間年度である平成28年度に中間評価（平成27年度末 データ

収集）を行い、最終年度の平成30年度には計画期間全体を通しての推進状況について最終評価（平成29年年度末 データ

収集）を行い、結果を公表します。 
○中間評価においては市計画期間後半の取組の推進方策に反映させ、最終評価では第４期の計画策定に生かしていくも

のとします。 
○第２期計画の評価と同様に量及び質の両面から、地域課題解決に向けた市・区・地域の取組及び、地域づくりを進めるた

めの市域の施策や事業、市民や企業等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す。 
○市計画の中間評価及び最終評価は、市計画策定・推進委員会にて検討し確定します。 
 

手順１ 手順２ 手順３ 

※推進の柱１～３
は３つの推進の柱
の下に位置付けら
れた合計35の取
組で構成されてい
ます。 

各取組のA～Cの視点ごとに量的・質的データ

について「計画期間で＜26～30年度＞で目指

す姿」を踏まえて、各取組を測れる尺度を設

各取組の推進状況について、尺度に

基づき確認します。 

各柱の推進状況を確認するため、重点取組ごと

に定めている「計画期間で<26～30年度>で目

指す姿」にどれだけ近づけたかを確認します。 

Ａ～Ｃの視点ごとの成果、課題を

踏まえて、柱の推進状況のまとめ

と課題について記載し、柱の推進

状況を確認します。 

手順１の表で、各取組ごとに設定

したＡ～Ｃの視点の尺度を、Ａ～Ｃ

の視点ごとに整理し確認をします。 

評価しやすいように、総合目標の趣旨をわかりやすく

表現した状態像として整理しておきます。 

総合目標に対する評価のうち、主な「成果」を集約します。 

中間評価では今後の課題、最終評価では次期計画への課題を抽出します。 

別紙 2 

「達成状況」を記載します。 
◆推進の柱ごとの評価◆

充実している 変わらない 十分でない 充実している 変わらない 十分でない 充実している 変わらない 十分でない

 A　支援策の充実を評価する視点 ○ ○ ○

 B　地域主体形成のプロセスを評価する視点 ○ ○ ○

 C　システムの改善・強化を評価する視点 ○ ○ ○

評価の視点
柱１ 柱２ 柱３

25年度と比較して※充実している：支援策が充実している  変わらない：変わらない、維持されている   十分で

ない：取組が十分でない 

「総合目標を達成した姿(案)」の現状を客観的に把握するた

めの「参考データ(案)」に基づいて現状把握を行います。 

「参考データ（案）」と、手順②による推進の柱１～３のまとめ・課題

等を踏まえて、「成果」「今後へと引き継がれる課題」を検討します。 
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