
                                  

平成 29 年度第２回 

横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 

 
日時：平成 30年２月 15日（木）９時～10時半 

場所：横浜市庁舎５階 関係機関執務室 

 
 

■ 次 第 ■ 

 
１ 開  会  9：00～ 

健康福祉局長あいさつ 

 
２ 議  事  9：02～ 

(1) 横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会分科会３の実施結果について 

(2) 第４期 横浜市地域福祉保健計画 素案（案）第２章の修正について 

(3) 第４期 横浜市地域福祉保健計画 素案（案）第１章について 

 

３ 報   告  9：53～  

 (1) 第４期 横浜市地域福祉保健計画 第１回評価検討会実施結果について 

（2) 第３期市計画の振り返りについて 

 

４ 閉 会  10：29～  

  市社協事務局長あいさつ 
 

＜委員会配付資料一覧＞ （※当日配布資料） 

○平成 29年度第２回横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 次第 

○横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 委員名簿・事務局名簿 ※ 

○分科会３「権利擁護を必要とする人たちへの支援について」実施結果 （資料１） 

○素案（案）第２章に関する意見照会結果について    （資料２） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画 素案（案）第２章修正版  （資料３） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画 コラム・事例について（案）  （資料４） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画 素案（案）第１章   （資料５） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画（平成 31年度～35年度）の施策展開の方向性について 

（資料６） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画策定スケジュール（案） 平成 30年度 （資料７） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画 第１回評価検討会実施結果について （資料８-１） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画 評価に関する考え方について  （資料８-２） 

○第３期横浜市地域福祉保健計画の推進に向けて    （資料９） 

○第４期横浜市地域福祉保健計画 素案（案）第１章 事前意見照会での意見一覧 ※ 

          （資料 10） 

差替 



委員名 所　　属 分　野

1 青木
アオキ

　伸一
シンイチ

横浜市民生委員児童委員協議会 理事 民生委員児童委員協議会

2 赤澤
アカザワ

　礼子
レイコ

市民公募委員 市民委員

3 赤羽
アカバネ

　重樹
シゲキ

一般社団法人横浜市医師会 常任理事 医師会

4 井上
イノウエ

　彰
アキラ

横浜市身体障害者団体連合会 理事 障害分野関係者

5 内海
ウツミ

　宏
ヒロシ

地域計画研究所　所長 地域まちづくり関係者

6 川畑
カワハタ

　正
タダシ

横浜市原宿地域ケアプラザ（戸塚区）所長 地域ケアプラザ

7 合田
ゴウダ

　加奈子
カナコ

前 横浜市男女共同参画推進協会 理事長
社会福祉協議会
（市社会福祉協議会理事）

8 佐伯
サエキ

　美
ミ

華
カ

幸ケ谷小学校 学校・地域コーディネーター 学校・地域連携関係者

9 坂田
サカタ

　信子
ノブコ

横浜市心身障害児者を守る会連盟 事務局長 障害分野関係者

10 下嶋
シモジマ

　邦明
クニアキ

市民公募委員 市民委員

11 竹谷
タケヤ

　康生
ヤスオ

栄区シニアクラブ連合会 顧問 高齢分野関係者

12 田
タ

髙
ダカ

　悦子
エツコ 横浜市立大学大学院

医学研究科・医学部　教授
学識経験者（保健）

13 中野
ナカノ

　しずよ
特定非営利活動法人
市民セクターよこはま 理事長

ＮＰＯ・市民活動団体等
中間支援組織

14 名和田
ナワタ

　是
ヨシ

彦
ヒコ

法政大学法学部 教授　
学識経験者
（コミュニティ）

15 西尾
ニシオ

　敦史
アツシ

静岡福祉大学社会福祉学部　教授 学識経験者（福祉）

16 畑
ハタ

尻
ジリ

　明
アキラ

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 会長 自治会町内会関係

17 福松
フクマツ

　美代子
ミヨコ

横浜市保健活動推進員会 港北区会長 保健活動推進員

18 森本
モリモト

　佳樹
ヨシキ

立教大学 名誉教授 学識経験者（福祉）

19 山田
ヤマダ

　美智子
ミチコ 西区地域子育て支援拠点

スマイル・ポート 施設長
子育て分野関係者

20 米岡
ヨネオカ

　美智枝
ミチエ

西区第四地区社会福祉協議会 会長
社会福祉協議会
（地区社会福祉協議会）

横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会委員名簿

【任期：平成28年４月１日～平成30年３月３１日】

　　　　　　　　　　　   　　　　　 　　　　　　　（敬称略） 



分科会３「権利擁護を必要とする人たちへの支援について」実施結果 

 

１ 主旨 

国が定めた成年後見制度利用促進基本計画を踏まえて、横浜市として、成年後見制度を始め

とする権利擁護をどのように推進していくか、特に成年後見制度の利用促進に係る部分につい

て、検討します。 

 

２ 分科会実施状況 

日程 検討内容 

第１回 

11 月 13 日（月） 

・分科会３の設置趣旨と課題意識の共有 

・効果的・効率的な広報のあり方について 

・地域や支援者側から成年後見人に求めたいこと、成年後見人側から支援者に

求めたいこと 

 

３ 分科会３における主なご意見 

いただいたご意見は、視点や考え方、具体的な取組として計画に反映します。 

（１）主な意見 

柱 主なご意見 

柱２ 

身近な地域で 

支援が届く 

仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広報すべき内容＞ 

・成年後見制度が権利擁護の１つの手法であることが理解されていない。 

・後見人を変えられないと思っている人が多い。交代可能であることを周知すべき。

介護保険利用者は、業者等を変更することになれているため、より抵抗感が増して

いるのではないか。 

・複数後見や、法人後見等の受任の形があることをＰＲしてもらいたい。 

・成年後見制度利用支援事業をＰＲしてもらいたい。 

 

＜広報方法＞ 

・一度説明会に参加しただけではなかなか理解できない。何度も聞くことも必要か。 

・ケアプラザが住民にとっては一番相談しやすい。機関誌に成年後見制度に関する

情報を掲載したり、専門職と連携して相談会などを実施している。また、地域の回

覧板でも周知しており、今後も引き続き取り組む。 

・認知症の診断をしているクリニックの待合室などに、リーフレットを置かせても

らう。動画も流せれば流してもらう。 

 

＜媒体＞ 

・動画等の活用をしてもよいのではないか。YouTubeへのアップや DVDの配布などで

きると広報しやすい。 

・既存のパンフレットもわかりやすいが、もっと簡易版のリーフレットがあっても

よいのではないか 

 

＜広報先＞ 

・相談機関で成年後見制度についての相談というものは多くない。生活全般の課題

の中から、専門職が気づきつなげていくことが多い。そのためにも、専門職への広

報が必要ではないか。 

・病院や身近な相談支援者としてのケアマネジャー、計画相談事業所、民生委員等

に理解してもらい、制度が必要な人にきちんとつながるようにすることが必要。 

 

＜地域や支援者側から成年後見人に求めたいこと＞ 

・後見人が、身上監護と財産管理の両方をやってくれると聞いているが、身上監護

というのは具体的に何をしているか教えてほしい。（例：カンファレンスに参加して

もらい、後見人の役割についてきちんと伝えてもらう等） 

 

 

資料１ 



（２）まとめ 

   成年後見制度は、他の福祉の制度と異なり、司法の制度である。そのため、制度に対

する正しい理解が、福祉関連の支援者や地域住民に、まだまだ浸透していない。制度に

対する認識や意識のギャップがある点が課題である。難しい制度を正しく理解してもら

うことに加え、身近に使える制度と感じてもらうことが必要である。そのため、成年後

見制度が必要な人に制度がつながるように、どのようにコーディネートしていくのか、

また、制度に繋がった後も成年後見人等とどのように連携していくのか、今後より具体

的に議論をしていく必要がある。 

 

４ 検討結果の活用方法と今後の主なスケジュール 

○平成 30年２月  第２回策定・推進委員会：計画素案について審議 

○平成 30年３月  計画素案確定 

○平成 30年７～８月 分科会３ 第２回（国の動向、パブリックコメント踏まえた、今後の具

体的施策の検討） 

○平成 30年９～10月 分科会３ 第３回（第２回の議論を踏まえ、各団体等で何が実施できる

か検討） 

 

５ 検討委員（五十音順・敬称略） 

 氏名 所属 分野 

1 青木 伸一 横浜市民生委員児童委員協議会 理事 民生委員児童委員協議会 

2 赤羽 重樹 一般社団法人横浜市医師会 常任理事 医師会 

3 伊藤 未知代 
横浜市総合保健医療センター 

総合相談室 課長補佐 
＜臨時委員＞医療関係者 

4 岩屋口 智栄 
公益社団法人成年後見センター 

リーガルサポート神奈川県支部長 
＜臨時委員＞司法書士 

5 大野 照夫 
コスモス成年後見サポートセンター 

神奈川県支部副支部長 
＜臨時委員＞行政書士 

6 角田 辰雄 横浜市介護支援専門員連絡協議会 副代表 
＜臨時委員＞介護サービス事業

者 

7 川畑 正 横浜市原宿地域ケアプラザ（戸塚区）所長 地域ケアプラザ 

8 栗原 美穂子 一般社団法人 横浜在宅看護協議会 会長 ＜臨時委員＞医療関係者 

9 小林 俊一 認知症の人と家族会 神奈川県支部副代表 ＜臨時委員＞当事者（親族） 

10 坂田 信子 横浜市心身障害児者を守る会連盟事務局長  障害分野関係者 

11 知久 達哉 保土ケ谷区社会福祉協議会 事務局長 ＜臨時委員＞区社会福祉協議会 

12 辻川 彰 神奈川県精神保健福祉士協会事務局長 ＜臨時委員＞精神保健福祉士 

13 中根 幹夫 
南区基幹相談支援センター 所長  

（地域活動ホームどんとこい・みなみ） 

＜臨時委員＞ 

障害関係相談支援事業者 

14 西尾 敦史 静岡福祉大学社会福祉学部 教授 学識経験者（福祉） 

15 星 勉 
公益社団法人 神奈川県社会福祉士会 

ぱあとなあ神奈川 運営副委員長 
＜臨時委員＞社会福祉士 

16 松木 崇 
神奈川県弁護士会 高齢者・障害者の権利 

に関する委員会 副委員長 
＜臨時委員＞弁護士 

17 宮川 玲子 横浜市精神障害者家族連合会理事長 ＜臨時委員＞当事者（親族） 

オブザーバー：旭区高齢・障害支援課、横浜家庭裁判所、健康福祉局高齢施設課、高齢在宅支

援課、障害企画課 



 
 

素案（案）第２章に関する意見照会結果について 
 

 素案（案）第２章について、策定・推進委員会委員、区、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ、関係局
課等に意見照会を行った結果、約 400 件の御意見をいただきました。つきましては、その結果を御報告し
ます。 
 
１ 意見照会結果 
 (1) 意見総数 382 件  

(内訳：策定・推進委員会 39件、区・区社協・地域ケアプラザ 267件、関係局・課等 76件） 
 
(2) いただいた御意見への対応の考え方 
  いただいた御意見については、下記のように対応します。 

対応の考え方 意見数 主な御意見など 

第２章に反映させたもの ※ 216 
・記載内容の精査 

・市・市社協で取り組むものを整理 

第１～３章にこれから反映するもの 25 

・様々な計画との関係性の整理 

・取組の前提となる制度や考え方の記載 

・読みやすさ、分かりやすさへの配慮 

計画の策定・推進にあたり参考とするもの 
（助言・質問・感想等） 

141 
・成果・活動指標について 

・計画に盛り込む具体的な取組について 

合計 382   

※ 素案（案）に御賛同いただいたもの、御意見の趣旨が素案（案）に含まれているものについても 
こちらに合算しています。 

 
２ 主な御意見と修正内容について 
(1) 第２章に反映させたもの 

主な御意見 主な修正内容 

【記載内容の精査】（意見多数） 

誰がやるのか、主体が混在しているものがある 

「市や市社協が」、「行政が」等、主体を明確に記載し

ました。 

「困りごとのある人」、「困りごとを抱える人」等、表

現が統一されていないものがある 
表現を統一しました。 

研修、取組等がいろいろなところに書かれているが、

目的等がないと内容が同じに見えてしまう 

研修や取組を実施する理由や目的等を具体的に記入

しました。 

＜柱 3-2-1＞取組名「多様な選択肢の検討・実施」に

ついて、タイトルが言葉足らずではないか 

取組名と重点項目やリード文、主な取組の関連が分か

るよう、具体的な取組名に修正しました。 

市職員の人材育成については、重要な部分のため、単

独で記載した方が良い 

専門職以外の行政職員に対する研修の実施を追記し

ました。 

【市・市社協で取り組むものを整理】 

解決策の検討や検討に基づく取組の実施等、両者で

実施すべきものがある 

市で取組むべきこと、市社協で取り組むべきことを 

整理しました。 

 

資料２ 

裏面あり 



 (2) 第１～３章にこれから反映するもの 

主な御意見 主な修正内容 

【様々な計画との関係性の整理】 

他計画との関係性を示してほしい 
他計画との関係性を表す図を整理します。 

区計画と市計画の関係性を示してほしい 区計画と市計画の関係性を表す図を整理します。 

【取組の前提となる制度や考え方の記載】 

「生活困窮」など、第２章の取組で唐突に出てくる表

現が不自然 

第４期から新たに盛り込む制度、考え方等、第４期の

特徴を記載します。 

第１層～６層の意味が、市民にはわかりづらい 第１層～６層の圏域の考え方を整理します。 

【読みやすさ、分かりやすさへの配慮】 

・誰が読んでも分かりやすいものにしてほしい 
・文字が多くて読みづらい 

コラムや図を充実させ、誰が見ても分かりやすい 
冊子となるよう努めます。 

・全体として、表現がバラバラになっている 
・「基幹相談支援センター」等、支援機関・関係機関

についての説明が必要 

専門用語等について、用語解説を追加します。 

 

 (3) 計画の推進にあたり参考とするもの（助言・質問・感想等） 

主な御意見 市としての考え方 

【成果・活動指標について】 

基準値や目標値は、国や県でも明示されていないた

め、本市独自で設定するにしても根拠を示せる数値

とするのは難しいのではないか 
成果・活動指標については、第４期市計画の評価検討

会を設置し、検討していきます。 
また、適時、区と意見交換をすることも考えています。 

市計画を数値的に測定すると、その区別の内訳は区

の指標にもなってくる。指標設定の際は区とも協議

し、区計画の効果検証についても具体的な手引きや

基準を示していく必要がある 

【計画に盛り込む具体的な取組について】 

新たに柱を立て、「福祉と協働による地域づくりの連

携」という項目で、福祉とまちづくりが重複する具

体例やそのための支援策を記入すべき 

・まちづくりについては、＜柱 1-3-1＞及び＜柱 3-3-1
＞に記載し、計画を推進していきます。 

・まちづくりと連携する具体的な取組は、コラム等で

掲載予定です。 

 



第４期市計画素案 案 第２章 

1 

 

推進の柱１ 地域福祉保健活動推進のための基盤づくり 
 
◆重点項目＜柱１-１＞ 
 地域力(地域の強みを生かした課題解決力)の向上に向けた支援の充実 
 
現状と課題 
【地域支援の体制づくり】 
・第２期市計画以降、地区別計画が全地区で策定・推進され、計画の推進を通じて、

区役所・区社協・地域ケアプラザの支援機関が地域を支援するとともに、協働によ
る課題把握・解決への取組が進められています。 

・地域における課題は生活全般の多岐にわたるため、区役所・区社協・地域ケアプラ
ザとしても組織間だけでなく、組織内の部署間・職種間でも一層連携し、総合的か
つ継続的に地域に関わることが重要です。 

 
【地域の特性に合わせた支援】 
・地区別計画を通じて、地区連合町内会や自治会町内会等、それぞれの圏域に合わせ

た活動が行われています。その中で、自治会町内会等、より小さな圏域における、
その地域の状況に合わせた取組が有効であることが分かってきています。 

・地域における取組を実行性の高い効果的なものとするため、支援機関が住民の生活
により近い地域で、地域の特性やニーズにあわせて住民の活動が充実するよう支援
し、課題解決に向けて地域住民や関係機関等と協働していくことが重要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

【  目  指  す  姿  】 
・支援機関が自治会町内会等、より地域住民の生活に近い地域の状況に合わせて活動

を支援し、地域住民と関係機関等との協働による課題の把握・解決の取組が広がっ
ています。 

・地域の状況や地区別計画の方向性に合わせて、地区連合町内会圏域より地域住民の
生活に近い地域の活動が拡大・活発化しています。 

 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
 

○○制度利用数 
   
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

資料３ 

＜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 
 

＜柱１-１-２＞ 
地域の特性をふまえた地域支援の促進 
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◆重点項目＜柱１-１＞ 

地域力(地域の強みを生かした課題解決力)の向上に向けた支援の充実 

 
■取組名 

＜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 

 
区役所・区社協・地域ケアプラザが地区別支援チームとしての地域に対する役割を

一層発揮できるよう支援します。 
部署間、職種間、事業担当者間の連携を強化し、チームとして目標を明確にして支

援にあたることができるよう体制づくりをさらに進めます。 
 
 
主な取組 
【支援体制の充実】 
・区役所・区社協・地域ケアプラザが地区別支援チームとして地域の課題を住民目線

で捉え、支援者として関わるスキルを身につけるための研修の検討と実施(市) 
・局、部、課の垣根を越えた、関係局における日頃からの情報共有による地域支援の

推進（市） 
 
【関係機関の連携強化】 
・地域共生社会の実現に向け、地域を「丸ごと」※支える包括的な相談・支援を推進 (市) 
・生活困窮者自立支援法に基づく各種事業の実施における、区社協・地域ケアプラザ

をはじめとする関係機関との連携強化(市) 
・区社協、地域ケアプラザの各事業担当者会議や職員研修の実施による組織間・職種

間の連携促進(市社協) 
 
【取組の見える化】 
・「地域ケアプラザ業務連携指針」に基づく地域ケアプラザの職種間連携事例のとりま

とめと情報発信(市社協) 
・区社協と地域ケアプラザの連携による地域支援実践事例の集約と情報発信(市社協) 
・区社協の事業担当者間連携促進のための連携事例の集約と共有(市社協) 
 
※「丸ごと」については第１章○頁参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱１-１＞ 

地域力(地域の強みを生かした課題解決力)の向上に向けた支援の充実 

 
■取組名 

＜柱１-１-２＞ 
地域の特性をふまえた地域支援の促進 
 
区役所・区社協・地域ケアプラザが、より住民の生活に近い地域に出向いて特性を

把握します。地域住民の活動に寄り添いながら支援し、課題解決に向けて協働できる
よう取組を進めます。 
 
主な取組 
【オープンデータの利活用の推進】 
・区域や地域の課題について、市民や民間団体、地区連合町内会等が多角的に検討でき

るよう、行政が提供するオープンデータ*の利活用を推進し、地域課題の共通認識を
図り、協働により解決するための基盤を構築(市) 

 
【協働による取組の見える化】 
・地域特性に合わせた取組の先行事例を集約し、会議等で支援機関向けに発信(市) 
 
【共通課題の提示】 
・社会的孤立や生活困窮など、どの地域でも共通に考える必要のある課題やその解決

事例・対応事例の提示(市社協) 
 
【事業を活用した実践の支援】 
・要援護者マップの作成など、身近な地域での実践に生かせる手法の運用支援(市社協) 
・災害時要援護者支援、既存の見守り事業を活用した地域における取組の支援(市社協)                         
 
【地域の状況に応じた協働による課題解決】 
・多様化する地域課題に対し、地区別支援チームと地域住民がアセスメントを踏まえ

共に検討する場の充実(市) 
・社会的孤立や生活困窮など、どの地域でも共通に考える必要のある課題に対する支

援機関としての解決策の検討と、施策化を通じた解決策の実行(市・市社協) 
 
 
*オープンデータ： 行政が保有する公的データを、企業やＮＰＯ法人、大学などが活

用できるよう機械判読可能な形で公開していく取組です。国では平成２８年１２月
に「官民データ活用推進法」が制定され、これに呼応する形で本市でも平成２９年
３月に「横浜市官民データ活用推進基本条例」を制定するなど、全国に先駆けてオ
ープンデータの取組を進めています。 

 
 
 

  
 

コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱１-２＞ 
 地域福祉保健活動を推進する関係組織・団体への支援 
 
現状と課題 
【地区連合町内会・地区社協の調整・支援機能の拡充】 
・市内には、253 の地区連合町内会や 256 の地区社協が組織され、圏域内の情報共有  

や自治会町内会活動、福祉保健活動等への支援をしており、より身近な地域におけ
る防犯、防災、親睦、環境、健康づくり、助け合いの活動など、住民主体の活動の
重要な基盤となっています。 

・身近な地域の支えあい活動が一層充実するためには、地区連合町内会や地区社協が
組織力やネットワークを生かして地域の活動を支援し、その状況を互いに共有して
活動の発展・継続など次の展開につなげていく調整・支援機能をこれまで以上に高
めていくことが期待されます。 

 
【活動団体の充実とネットワークづくり】 
・地域では、地区連合町内会や地区社協のほかにも、特定のテーマや課題に焦点をあ

てて、その解決に取り組むボランティアグループや当事者組織なども活動していま
す。こうした団体の活動圏域は多様で、地区連合町内会圏域にとどまらず、区域、
市域にわたることもあります。 

・地域福祉保健活動の基盤づくりに向けて、各団体がその特徴を生かし、既存の団体
活動の継続や発展と、地域のニーズや課題に応じた新たな活動を立ち上げることが
重要です。 

・活動の視点については、既存活動・新規活動を問わず、「地域課題・生活課題に合
わせる」「困りごとを抱える人を支える」「支える側・支えられる側の区別なく互
いに支え合う」という要素を高めていくことが求められます。 

・地域福祉保健活動の基盤をさらに強くしていくためには、地区連合町内会、地区社
協をはじめ、地域にある活動団体が対応すべき課題に合わせて横断的につながり、
解決へ向けた取組を進めていくこと、さらには、その実践経験を蓄積していくこと
が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

【  目  指  す  姿  】 
 
・地区連合町内会、地区社協が、それぞれのネットワークや調整機能を生かして、自

治会町内会などの地域福祉保健活動を高めていく役割を果たしています。 
・地区連合町内会、地区社協のほか、地域にある活動団体が、課題ごとに対象者の枠

を超えて横断的につながり、必要な取組を進めています。 
・地域にある既存の活動（自治会町内会活動、ボランティア活動など）を含め、「困

りごとを抱える人を支える」「誰にも役割や可能性があり、支える側・支えられる
側の区別なく互いに支えあう」という視点で地域福祉保健の取組が広がっています。 

 
 
 
 

＜柱１-２-１＞ 

地区連合町内会、地区社協等のネット 

ワーク・調整機能の拡充 

＜柱１-２-２＞ 

活動団体のネットワークづくりによる地

域活動の充実 
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成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
 

○○数 
   
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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◆重点項目＜柱１-２＞ 

地域福祉保健活動を推進する関係組織・団体への支援 

 
■取組名 

＜柱１-２-１＞  
地区連合町内会、地区社協等のネットワーク・調整機能の拡充 

  
 区役所・区社協・地域ケアプラザが地区別計画の推進等を通じた地域への関わりを
一歩進め、地区連合町内会や地区社協のネットワークや調整機能の拡充を支援し、よ
り住民の生活に近い地域での地域福祉保健活動が一層充実するよう必要な取組を実施
します。 
 
主な取組 
【広報・啓発】 
・地区連合町内会や地区社協等に対し、それぞれが持つ既存のネットワークや調整機

能を生かすことで、より住民の生活に近い地域の活動が充実することの重要性やメ
リットを周知（市） 

 
【方針の検討・策定】 
・ネットワークを生かして、地区活動を拡充していく機能の発揮や、「地域課題に合

わせる」「困りごとを抱える人を支える」「誰にも役割や可能性があり、支える側
支えられる側の区別なく互いに支え合う」という活動の方向性など、地区社協活動
の充実・強化に向けた検討会の実施（市社協） 

・検討会等で整理された地区社協活動の充実・強化に向けた方向性を「地区社協の手
引」等へ反映し、方針を策定（市社協） 

 
【取組の見える化】 
・区役所・区社協・地域ケアプラザが、地区連合町内会、地区社協の持つネットワー

クや特性を把握し、地域活動の更なる促進に必要な支援を検討するための情報を収
集、会議等で発信（市） 

・地区社協の充実・強化に係る事例の集約と発信（市社協） 
 
【ネットワークを活用するための場づくり】 
・地区連合町内会、地区社協等、身近な地域の活動団体と行政や関係機関が、お互い

の強みを生かし協働するための場づくり、または既存の場の活用（市） 
 
【研修の実施】 
・地区社協活動の充実・強化の方針について、区社協及び地区社協向けの研修を通じ

て理解を促進（市社協） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱１-２＞ 

地域福祉保健活動を推進する関係組織・団体への支援 

 
■取組名 

＜柱１-２-２＞ 
活動団体のネットワークづくりによる地域活動の充実 

  
地域活動を充実するため、地区連合町内会や地区社協と、地域または市域で活動し

ている高齢者、障害者、子ども・若者等の分野別・テーマ別の活動団体等との連携を
進めます。 

また、区役所・区社協・地域ケアプラザが活動団体のネットワーク構築を進め、社
会的孤立や生活困窮、移動や買い物の不便さなどの課題が、ネットワークの活用によ
り効果的に解決できるよう、必要な支援に取り組みます。 
 
主な取組 
【広報・啓発】 
・活動エリアや規模、高齢者、障害者、子ども・若者等の分野を問わず、様々な団体

と地区連合町内会、地区社協等が互いにつながること、協働することの重要性やメ
リットの周知（市） 

 
【活動団体のネットワークづくり】 
  
・地域の活動団体が、高齢者、障害者、子ども・若者等の分野別で連携できるように

ネットワークの活用促進（市） 
・地区連合町内会、地区社協等が様々な地域の活動団体とネットワークを構築するた

めの調整（市） 
・解決すべき課題の整理と必要性に応じた市域ネットワークの構築（市社協） 
 
【取組の見える化、共通課題の提示】 
・ネットワークを生かした課題解決事例の集約と発信（市社協） 
・ネットワーク構築による解決への取組につなげるための、移動支援、買い物支援な

ど共通課題の提示（市社協） 
・地域の主体的な取組の立ち上げや継続・発展を、地区連合町内会、地区社協等がさ

らに支援できるよう、様々な連携事例・ノウハウを集約・発信（市） 
 
 
 

コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱１-３＞ 
 誰もがお互いを受け入れ、共に支えあう意識の啓発と醸成 
 
現状と課題 
【様々な人を受け止める地域の風土づくり】 
・第３期市計画までの取組の中で、普及啓発活動や福祉教育などを通じて多様性の理

解や当事者を含めた地域のつながりづくりを進めています。 
・ 地域の中で、誰もが自らが望む暮らしが送れるようにしていくための第一歩として、

同じ地域の住民同士が立場や背景を越えてお互いの存在を理解し受け入れる意識
や、抱える課題を受け止めていく意識を一層高めていくことが大切です。 

 
【住民相互のつながりづくり】 
・近隣で困ったときに相談したり、助け合う関係性が希薄化する傾向にある中、共に

支えあう地域の実現に向け、多様性の理解を含めた住民相互のつながりづくりを進
めていく必要があります。 

・啓発だけでなく、普段の暮らしの中で交流する機会や場を増やし、同じ住民として
のお互いを理解し、支援を必要とする人が必要なときに安心して助けを求められる
ような関係を広げていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
 

○○制度利用数 
   
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

 

 

＜柱１-３-１＞ 
多様性を理解し、同じ地域の住民として
受け止められる風土づくり 

 

＜柱１-３-２＞ 
住民相互が理解・協力し合う気持ちを育
てるためのつながりづくり 
  

【  目  指  す  姿  】 
・個別課題、地域課題を他人ごとではなく「わたしたちのまちにある課題」として捉え、

地域住民と支援機関及び関係機関が一体となり課題解決のために行動することで、緩
やかなつながりを形成するような地域づくりが進んでいます。 

・様々な人が地域の中で出会い、対等で緩やかなつながりを持ちながらお互いを理解し、
受け入れることができています。 

・国籍、年齢、性別、障害など様々な立場や背景を超えて人々がお互いを認めあい、支
えあえるような地域での多様性への理解が進んでいます。 

・地域住民等がお互いに支えあいながら必要な時に「助けて」と発信できるような、日
常的につながる機会や場が確保されています。 
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◆重点項目＜柱１-３＞ 

 誰もがお互いを受け入れ、共に支えあう意識の啓発と醸成 

 
■取組名 

＜柱１-３-１＞ 
多様性を理解し、同じ地域の住民として受け止められる風土づくり 

 
国籍、年齢、性別、障害など、様々な立場や背景を踏まえた多様性の理解を広げま

す。 
また、生活に困りごとを抱える人への認識と理解を深めるための機会や風土づくり

及び環境整備に取り組みます。  
 

主な取組 
【地域における関係づくり】 
・ 課題を抱えた本人だけでなく、家族の気持ちにも寄り添った支援をすることに加え、 

必要に応じて本人の思いや現状を地域住民に伝えることなどによる、地域とつなが
るための働きかけの推進（市） 

・学校、地域の居場所（サロンや子ども食堂）、関係組織（訓練会など）、作業所の
交流等の推進（市社協） 

・様々な社会資源（国際交流ラウンジ、市民活動支援センター、市民利用施設等）、関
係組織等と連携した交流の推進（市） 

 
【情報提供、地域福祉保健の視点で他分野と連携した地域づくり】 
・地域住民が多様性を理解するきっかけとして、支援機関が把握している地域の状況

や活動等の情報を適切に地域へ提供（市） 

・まちづくりなど関連する他分野の支援制度の周知、連携した地域づくり(市) 

 
【広報・啓発】 
・バリアフリーなどの施設整備だけでなく、高齢者・障害者の理解促進や、思いやり・

譲り合いの心を育む等、ハードとソフトが一体となった地域づくりの推進、並びに
福祉のまちづくり等に関する情報提供及び理解促進（市） 

・障害や年代、国籍等を超えてお互いを理解するため、関係局課におけるラグビーワ
ールドカップ 2019TM、オリンピック・パラリンピック等を契機とした啓発の実施（市） 

・伝える対象ごとにメッセージを明確にした地域福祉保健活動のＰＲの実施（市社協） 
・障害者等の当事者自身による理解促進の取組拡充（市社協） 
・「支える側」「支えられる側」の区別なく、誰であってもお互い様の関係づくりを構

築するため、区局が連携し、関係機関や地域に向けた啓発等の実施（市） 
 
【福祉教育、社会教育の推進】 
・社会的孤立など地域でも受け止めていく必要のある課題の提示（市社協） 
・多様性理解の啓発ツールの作成（市社協） 
・多様性理解の啓発プログラムの検討と運用方法の提案（市社協） 
 
 
 
 
 
 

コラム又は主な事業 
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◆重点項目＜柱１-３＞ 

 誰もがお互いを受け入れ、共に支えあう意識の啓発と醸成 

 
■取組名 

＜柱１-３-２＞ 
住民相互が理解・協力し合う気持ちを育てるためのつながりづくり 

 
地域住民等が、対等で緩やかなつながりを持ちながらお互いを理解し、受け入れ、

地域の中でつながることの大切さを伝えていくため、交流する機会の創出に取り組み
ます。 

また、誰もが役割があり、生き生きと参加できる場づくり、地域づくりを推進しま
す。 
 
主な取組 
【広報・啓発】 
・地域住民に幅広く地域福祉保健の取組（活動）を知ってもらうための、日常生活で

経験できる身近なイベント等を活用した PR の実施（市） 
・誰もが役割をもって主体的に参加できる地域の居場所やフリースペースの事例及び

その意義や効果を集約し発信（市社協） 
 
【つながりのための機会づくり】 
・既存のイベント等も含めた誰もが参加しやすい機会づくりの支援（市） 
・防災訓練・美化活動など地域活動を通じて、地域住民同士が顔を合わせ交流ができ

るような場への支援（市） 
 
【対等な参加機会の確保】 
・防災訓練・イベント等、地域の活動・行事への高齢者、障害者、子ども・若者等の

参加促進（市社協） 
・地区社協の活動や話し合いの場への高齢者、障害者、子ども・若者等の参画促進(市

社協) 
 
 
 

  
コラム又は主な事業 
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◆重点項目＜柱１－４＞ 

地域福祉保健活動の推進のための人材育成と環境づくり 

 
現状と課題 
【地域における人材づくり】 
・自治会町内会や老人クラブ(シニアクラブ)、民生委員・児童委員をはじめとする地

域活動者のなり手不足や、新たな担い手の発掘は、どの地域においても課題となっ
ており、地域の課題の複雑・多様化や人口減少予測などを踏まえると、継続して地
域福祉保健に関わる人材の確保・育成を進めていく必要があります。 

・市民一人ひとりができることから地域活動に関わっていけるような工夫や、次世代
向け、リーダー層向けなど、計画的な人材の確保・育成の方策が求められています。 

 
【コーディネート機能の向上】 
・複雑・多様化する地域の課題への対応には、これまで以上に地域全体で連携・協働

を進めていくことが必要であり、地域福祉保健に関わる人材ごとに課題の解決に必
要な力量を高めていくことが大切です。 

・地域にある支援機関、関係機関、地域活動者・団体等がそれぞれの特性に応じてコ
ーディネート機能を高め、地域福祉保健活動の推進に向けた役割を果たしていくこ
とが重要です。 

 
【環境づくり】 
・地域福祉保健活動の推進において、場所、資金、情報は必要不可欠な資源であり、

継続的な課題として認識されています。 
・地域の施設を事業の拠点として活用したり、既存の制度や枠組を生かした支援や、

柔軟な発想による取組が行われています。 
・誰もが利用できるという身近な地域の施設の利点や特性を生かして、見守り機能や

居場所機能を高めている事例も見受けられます。人々がつながり、困りごとの相談
やボランティア等による学習支援、子どもの居場所づくりなど、生活課題の解決を
視野に入れた取組が今後も広がっていくことが望まれます。 

・既存事業や地域にある資源を最大限に生かし、柔軟な発想も取り入れながら、地域
福祉保健活動に活用する視点が大切です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【  目  指  す  姿  】 
・多くの市民が、自分のできることを、できる範囲で地域福祉保健活動に関われる機
会が生まれ 
ています。 
・支援機関や関係機関・団体、地域活動者の特性に応じたコーディネート機能が高め

られ、それぞれが連携・協働しながら地域福祉保健活動の推進に向け役割を果たし
ています。 

・助成金、資金確保の手法、拠点、情報（ノウハウ等）など、活動の組織化・推進に
必要な支援策が整備されるとともに、活動目的や支援ニーズに合わせて効果的に活
用されています。 

＜柱１-４-１＞ 

地域福祉保健活動 

を推進するための

地域の人材づくり 

 

＜柱１-４-２＞ 

地域福祉保健活動に求

められるコーディネー

ト機能の向上 

＜柱１-４-３＞ 

 活動資源を確保
するための支援 
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成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
 

○○数 
   
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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◆重点項目＜柱１-４＞ 

 地域福祉保健活動の推進のための人材育成と環境づくり 

 

■取組名 
＜柱１-４-１＞ 
地域福祉保健活動を推進するための地域の人材づくり 

   
市民一人ひとりが、より良い地域づくりに向け、それぞれのできることを、でき

る範囲で地域福祉保健活動に継続的に関われるよう支援します。 
市民が地域活動に参加することをきっかけに、地域活動の担い手として活躍して

もらうための支援を充実します。 
 
主な取組 
【研修等の実施】 
・市民向けの社会参加や地域貢献のすすめに関する研修等の開催（市） 
・各地域活動者を対象としたフォローアップ研修やリーダー層に向けた研修の実施
（市・市社協） 
・趣味や特技などを生かして、だれでも気軽に地域活動に関わってもらえるような地

域と人とのつなぎ役（コーディネート役）の育成（市） 
（コーディネート機能については、柱１－４－２を参照） 

 
【広報・啓発】 
・市民が地域活動について知り、参加するきっかけづくりのための広報の充実(市) 
 
【人材確保・育成支援】 
・市社協の会員として参加する地域の施設や団体と連携した施設等福祉人材の確保・ 

育成支援（市社協） 
・区域、地区連合町内会圏域等における地域人材の発掘・養成に係る事例の集約と発

信（市社協） 
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◆重点項目＜柱１-４＞ 

 地域福祉保健活動の推進のための人材育成と環境づくり 

 

■取組名 

＜柱１-４-２＞ 

地域福祉保健活動に求められるコーディネート機能の向上 
  

区役所・区社協・地域ケアプラザなどの支援機関が、生活課題や地域課題の解決に
向け、地域の状況にあわせて多様な主体の連携・協働を支援できるよう、コーディネ
ート力向上のための人材育成等に取り組みます。 

また、公的施設や関係機関、地域活動者・団体、地域住民も、地域の課題解決や必
要な人が必要な支援や活動につながるように、それぞれの特色に合わせて力を発揮で
きるよう支援します。 
 
コーディネート機能について 
 横浜市地域福祉保健計画では、第１期計画から市民を含めたコーディネート機能の
強化に取り組んできました。地域福祉保健活動の推進に求められるコーディネート機
能については、これまでの検討も踏まえて以下の図のように整理できます。 
 コーディネート機能とは、その基盤となる人を、人や団体・活動などに「つなげる・
広げる」機能を中心に、「寄り添う・支える」、「生かす・育てる」、「創る」、「伝える」
の５つの機能それぞれが連動することにより、より効果的な支援を可能にするもので
す。 
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コーディネート力について 
 ここでのコーディネート力とは、５つのコーディネート機能の総体を示しています。
公的施設や関係機関、地域活動者・団体、地域住民のそれぞれの特色や強みによって
コーディネート力に違いはありますが、それぞれが持つ力をさらに高められるよう努
めたり、できる範囲でその力を発揮することが求められています。さらに様々な機関
や団体が連携することにより、コーディネート力を総合的に高めていくことも可能と
なります。 
主な取組 
【広報・啓発】 
・地域活動者等が、地域住民に地域活動に関わってもらうため、つなぎ役や担い手の

発掘役となることについて、研修や広報等による働きかけ（市） 
・地域活動者等が、地域をよく知る人や地域の世話焼き役などのキーパーソンも巻き

込みながら課題解決することについて、研修や広報等による働きかけ（市） 
 
【情報提供、取組の見える化】 
・地域に関する様々な情報を収集し、地域特性や地域活動等、関係者間で情報共有を

行う場を開催（市） 
・具体的支援・課題解決に向けた方策やイベント等の実施（市） 
・公的施設、社会福祉法人・施設、事業者など、それぞれの特徴を生かした地域での

活動や生活サポート活動の事例集約と事例発表の場を通じた情報発信（市社協） 
 
【研修】 
・コーディネートの必要性の理解、実践事例の共有、実践に活かせるコーディネート

手法の習得など、職員のコーディネート力の向上を目的とした区社協、地域ケアプ
ラザ向け研修の実施（市社協） 

・関係機関の既存のコーディネート役が、暮らし全般に関わる分野横断的なコーディ
ネート力をつけるための研修等の開催（市） 

 
・専門職だけではなく地域福祉保健活動に関わる全ての行政職員に対する研修の実施

（市） 
・個別支援対応力の強化などを目的とした地区社協、民生委員児童委員向け研修の実

施（市社協） 
・コーディネート役が、支援を必要とする人に早期に気づき、行政や関係機関の支援

（公助）等に的確につなげるための、行政や関係機関の相談先の明確化や情報提供・
研修等の開催（市） 

 
 
【仕組みづくり】 
・地域と行政・専門職をつなげる中間支援組織のコーディネート役や、今後の方策に

つなげられるキーパーソンの育成・強化のための支援（市） 
・地域では解決できないような生活課題や困りごとを抱えている人が、いつでも気軽

に相談できる窓口となる人の育成（市） 
・地域の中で障害者、子ども・若者、外国にルーツのある人等との出会いやつながる

機会を創出する支援者の育成（市・市社協） 
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参考 
・支援機関、関係機関・団体、地域活動者・団体、地域住民等、地域にある様々な主     
 体が、コーディネート機能を発揮して連携。 
・支援機関は生活課題や地域課題の解決に向けてコーディネートの中心を担う。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

コラム（または主な事業） 

地域住民 
地域活動者 

地域活動団体 

支援機関 

公的施設等、様々
な関係機関・団体 
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 ◆重点項目＜柱１-４＞ 

 地域福祉保健活動の推進のための人材育成と環境づくり 

 
 ■取組名 

＜柱１-４-３＞ 
 活動資源を確保するための支援 
 

地域力を向上させるため、既存資源の活用を含め、地域福祉保健活動の継続・発展・
開発に必要な環境整備を進めます。 

また、柔軟な発想による取組や新たな手法などの情報提供を通じて、地域の福祉保
健活動を支援します。 
 
主な取組 
【地域力向上のための場づくり】 
・活動に関する相談・支援を受けられる場としての地域ケアプラザ整備の推進（市） 
 
【支援策の整備】 
・関係局課と協働し「地域にあって誰もが気軽に集える施設・場」*を活用したサロン

等の様々な場づくりと、活動を継続するための支援（補助金事業など利用可能な制
度や事業の情報提供や申請支援など）（市） 

・ニーズにあわせた助成金制度の見直し（市社協） 
 
【情報提供、取組の見える化】 
・財源の確保を含む課題解決手法の情報提供による支援（市社協） 
・地域福祉保健活動における既存資源の利活用事例、先進的事例の集約と情報発信（市

社協） 
・市民利用施設等の機能を生かした見守り事業、居場所事業など、取組事例の集約と

情報発信（市社協） 
 

＊「地域にあって誰もが気軽に集える施設・場」 

①公的施設：地域ケアプラザ、地区センター、コミュニティハウス、市民活動支援セ

ンター、地域活動ホーム、図書館、地域子育て支援拠点、老人福祉センター、スポ

ーツセンタ－など 

②より身近な地域にあり近隣住民が集いやすい場：空き家、空き店舗、自宅の一部活

用、寺など 
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推進の柱２ 身近な地域で支援が届く仕組みづくり 
 
◆重点項目＜柱２-１＞ 
 見守り・早期発見の仕組みづくり 
 
現状と課題 
【見守り活動の推進】 
・各区計画・地区別計画による取組をはじめ、災害時要援護者支援等を通じて、地域

主体の見守り活動が進められています。 
・地域には社会的孤立や生活困窮、いわゆる「ごみ屋敷」など、既存の制度だけでは

解決が困難な問題があります。こうした課題を含めて、地域に潜在化している生活
課題は多く、早期に発見し、対応していくことが重要です。 

・これまでの取組を生かしながら地域主体の見守り活動をさらに推進するとともに、
事業者による緩やかな見守りと合わせ、地域での気づきの目を広げていくことが求
められています。 

・認知症やロコモティブシンドローム*等、徐々に機能が低下することへの受け止めが
困難な人の早期把握が求められています。 

 
【気づきをつなぐ体制づくり】 
・地域の身近な福祉保健の拠点・相談窓口として地域ケアプラザの整備が進められ、

高齢者、障害者、子ども・若者等の各分野においても相談窓口や支援体制が充実し
てきています。 

・住民による活動と支援機関等による専門的なサポートを組み合わせることで、困り
ごとを抱えた人を早期に発見し、対応する体制ができるよう、住民・住民組織と支
援機関等がお互いの情報を適切に取扱い、共有する取組を広げていくことが必要で
す。 

 
 
* ロコモティブシンドローム：骨や関節、筋肉などの運動器の障害や移動能力を低下
させてしまい要介護になる危険の高い状態をいいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【  目  指  す  姿  】 
・個人情報を正しく理解し、適正かつ効果的に活用し、高齢者、障害者、子ども・若
者等の分野にとらわれない見守り体制の構築に向けた仕組みづくりが進んでいます。 
・どこに相談しても必要な機関につながる体制づくりが進んでいます。 
・生活課題が複合化・深刻化する前の段階で、早期に発見され、適切な支援につなが
っています。 
 
 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
○○数   

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

＜柱２-１-１＞ 
見守りの輪を広げる 

＜柱２-１-２＞ 
気づきをつなぐ、情報共有の仕組みづく
りを進める 
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◆重点項目＜柱２－１＞ 

見守り・早期発見の仕組みづくり 

 
■取組名 

＜柱２-１-１＞ 
見守りの輪を広げる 

  
 地域で困りごとを抱えている人を早期に発見するため、高齢者、障害者、子ども・
若者等の分野や対象者にとらわれない見守り体制や、見守りの意識を広げるための取
組を進めます。 
 
主な取組 
【広報・啓発】 
・家族や近所の人など周囲の人の変化に気づき、身近な支援機関や支援者、行政等に

つなげる大切さを幅広く市民に伝えるためのＰＲの実施（市） 
・困りごとを抱えている人に気づき、支援につなげる相談窓口（関係機関）の周知（市） 
・困ったときに自ら声を上げやすい環境を作るため、日頃から地域とつながることの

大切さやメリットについて、ＳＮＳや回覧、お祭り等の行事をはじめ、様々な媒体
や機会を利用した周知（市）  

 
【様々な主体との連携促進】 
・日ごろの活動を通して地域住民等の変化に気づく意識を広めるための、企業、商店、

施設、ＮＰＯ等との連携の推進（市） 
・支援が必要な人だけでなく、その予兆がある人を受け止め、必要な支援につなげる

ための、地域や関係機関・学校・企業等のネットワーク構築の推進（市） 
・住民・住民組織と企業、商店、施設等、地域にある様々な主体による見守りの事例

集約と情報発信（市社協） 
・集約した事例やノウハウの活用による見守り協力企業等と区社協をつなぐ支援 

（市社協） 
 
【見守りの仕組みづくり、実践への支援】 
・要援護者マップ等の手法の運用支援を通じた見守り活動の拡充（市社協） 
・災害時要援護者支援等を通じた、災害時だけでなく平時における地域主体の見守り

活動へのさらなる支援(市・市社協) 
 
・徘徊する可能性がある高齢者や障害者の見守り支援に向けた市域連携による仕組み

づくり（市・市社協） 
・障害者等当事者への理解と見守りを広げていくための取組の検討（市・市社協） 
・地域のサロンや配食活動等の見守り機能の充実に向けた区社協、地域ケアプラザへ

の先駆的事例の情報提供（市社協） 
・住民の立場で見守り活動に協力するサポーターの養成(市社協) 
 
 
【参加の場づくり】 
・日頃から地域とつながるため、地域の中で気軽に参加しやすい場づくり（市） 
・困りごとを抱えている人が地域にいることを知り、受け入れる意識づくり（市） 
 
 
 

 
コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱２－１＞ 

見守り・早期発見の仕組みづくり 

 
■取組名 

＜柱２-１-２＞ 
気づきをつなぐ、情報共有の仕組みづくりを進める 

  
 困りごとを抱えている人に気づき、相談窓口につなぎ、地域と関係機関等が連携し
て支援を行う仕組みづくりを進めます。 

また、関係機関や支援機関が、地域の会議等で困りごとを抱えている人の情報を共
有し、必要な取組につながる仕組みづくりを進めます。 
 
主な取組 
【相談・支援体制づくり】 
・地域共生社会の実現に向け、地域を「丸ごと」※支える、包括的な相談・支援を推

進  
(再掲)（市） 

・必要な人が相談等につながるよう、地域住民に支援機関につなぐ意識の浸透の推進
（市） 

 
【情報共有の仕組みづくり】 
・既存のネットワーク（地区別計画の懇談会等）での、地域と関係機関との情報共有

の推進（市） 
・民生委員・児童委員と地域包括支援センターによる定期的な情報共有など、各地域

の状況にあわせた住民・住民組織と支援機関相互の情報共有の仕組みづくりの推進
(市社協) 

・地域にある見守り活動と区社協、地域ケアプラザが連携した情報共有の仕組みの事
例の集約と発信（市社協） 

・徘徊する可能性のある高齢者や障害者の見守り支援に向けた市域連携による仕組み
づくり(再掲)（市・市社協） 

・障害者の理解と見守りを広げていくためのサポーター養成の検討（市・市社協） 
 
【広報・普及啓発】 
・各関係機関や福祉保健関係者等と連携した、福祉保健等の制度の周知促進（市） 
 
※「丸ごと」については第 1 章○頁参照 
 

２が届く仕組みをつくる 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱２-２＞ 
 地域住民と支援機関及び関係機関の連携・協働による地域の生活課題を調整・解決
する仕組みの充実 
 
現状と課題 
【連携し支え合う仕組みづくり】 
・計画の推進や各制度に位置づけられた取組を通じて、困りごとを抱える人を地域住

民と支援機関・関係機関が連携して支援する体制が構築されてきています。 
・増えつつある複合的な生活課題を含め、個々の状況に応じて、日々の暮らしを総合

的に切れ目なく支えていくため、これまで進めてきた連携・協働の取組をより身近
な地域で、より多くの地域に広げていくことが必要です。 

 
【課題解決の仕組みの創出、事業化・施策化】 
・高齢者、障害者、子ども・若者等の各分野で、区域、日常生活圏域における個別の

生活課題や地域課題の共有、個別支援を検討する場ができています。 
・複合化・多様化する生活課題、地域課題への対応に向けて、高齢者、障害者、子ど

も・若者等の分野を越えた連携による取組が求められます。 
・地域住民と支援機関・関係機関の連携・協働による地域課題の共有・解決の取組に

ついて、計画推進等を通じて広がりを見せています。一方で、複数の地域で共通す
る課題に対して、事業化・施策化等により解決までつなげる区域や市域での取組が
十分ではない状況です。 

・より身近な地域で地域課題の共有・解決の取組を充実するとともに、複数の圏域に
おける共通課題解決のために事業化・施策化へつなげる体制の構築を進めることが
必要です。 

 
更に 
・ 
 
 
 
 
 
 
          【  目  指  す  姿  】 
・身近な地域で困りごとや生活課題を受けとめ、住民・住民組織と支援機関、関係機

関が地域課題を共有し、協働による課題解決への取組が広がっています。 
・関係機関において、高齢者、障害者、子ども・若者等の分野を越えて地域の課題を

共有し、共通する地域での生活課題の解決に向けた検討や、具体的取組を行ってい
ます。 

・「困りごとや生活課題を支援する取組」と、「地域課題の解決に向けた取組」が連動
しながら、重層的な仕組みとして機能しています。 

 
 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
○○制度利用数   

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

  

＜柱２-２-１＞ 
地域の中で地域住民と関係機関が
連携し、支えあう仕組みづくりを進
める 

＜柱２-２-２＞ 
地域課題の把握・共有・検討・解
決の仕組みづくりを進める 
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◆重点項目＜柱２－２＞ 

 地域住民と支援機関及び関係機関の連携・協働による地域の生活課題を調整・解決する仕組みの充実 

 

■取組名 
＜柱２-２-１＞ 
地域の中で地域住民と関係機関が連携し、支えあう仕組みづくりを進める 

  
 困りごとや生活課題を受けとめ、支援機関、関係機関と住民等が連携して解決する
ため、互いの役割の理解促進と、解決に向けた体制づくり・仕組みづくりへの支援に
取り組みます。 
 
主な取組 
【研修等の実施】 
・制度の狭間の課題に対し、行政をはじめ、地域ケアプラザや基幹相談支援センター、

地域子育て支援拠点等、関係機関の専門職が、その専門性を生かして積極的に支援
に関われる意識づくりのための研修実施（市） 

・複合的な課題や困りごとを抱えた人への支援方法について事例の共有（市） 
・地域住民と支援機関・関係機関が協働した個別支援及び早期発見の仕組み、生活課

題への支援策の検討など重層的な支援体系について、研修や連絡会議等を通じて区
社協や地域ケアプラザにその視点が醸成され、理解が深まるよう支援（市社協） 

 
 
【相談・支援体制づくり】 
 
・複合的な課題に、地域住民と関係機関が連携して対応するための包括的な相談・支

援を推進（市） 
・市域における個別支援策の検討が必要な場合に、施策化・事業の見直しなど、市域

の取組の検討を実施（市・市社協） 
・身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業等を通じた地域における切れ目のな

い支援とそれが実現できる地域づくりへの実践の方向づけ・支援（市社協） 
・連携・協働が必要な機関、施設との調整やネットワーク化への支援（市・市社協） 
・区社協、地域ケアプラザの実践に基づく手引きの作成・見直し（市社協） 
 
【取組の見える化】 
・実践の更なる発展を目的とした事例発表の実施（市社協） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱２－２＞ 

 地域住民と支援機関及び関係機関の連携・協働による地域の生活課題を調整・解決する仕組みの充実 

 

■取組名 
＜柱２-２-２＞ 
地域課題の把握・共有・検討・解決の仕組みづくりを進める 

  
高齢者、障害者、子ども・若者等の各分野から見える課題や、地域から見える課題

を支援機関、関係機関と住民等で共有し、協働して課題解決を行う取組を一層推進し
ます。 
 
主な取組 
【地域課題の共有】 
・高齢者、障害者、子ども・若者だけでなく、生活困窮者を含め、地域で困りごとを

抱える方の課題を分野横断的に協議する場の検討（市） 
・社会的孤立や生活困窮など１～６層※の各圏域で解決に向けた検討の必要な共通の

地域課題の提示（市社協） 
 ※Ｐ●第１章「市民生活に関わる地域福祉保健の６層の圏域」参照 
 
【研修等の実施】 
・関係団体・関係者に対し、連携の必要性に関する意識啓発のための研修実施（市） 
・区役所、区社協、地域ケアプラザ対象の研修や連絡会議等において、「住民・住民組

織と関係機関が協働した地域課題の把握・共有・検討・解決の仕組みづくり」の視
点が醸成され、理解が深まるよう支援（市・市社協） 

 
【協働に向けた仕組みづくり】 
・地域住民や支援機関、関係機関の協働による地域課題の解決に向けた仕組みづくり
（市） 
・連携・協働が必要な機関、施設との調整やネットワーク化への支援（再掲） 

（市・市社協） 
・区社協、地域ケアプラザの実践に基づく手引きの作成・見直し（再掲）（市社協） 
 
【地域課題の解決に向けた取組への支援】 
・市域における共通の地域課題解決へ向けた、施策化・事業の見直しの実施（市・市

社協） 
・身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業等を通じた地域における切れ目のな

い支援とそれが実現できる地域づくりへの実践の方向づけ及び実践支援（再掲） 
（市社協） 

 
【取組の見える化】 
・実践の更なる発展を目的とした事例発表の実施（再掲）（市社協） 
 
 
 
 

 

 

 

 コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱２－３＞ 
 身近な地域における権利擁護の推進 
 
現状と課題 
【権利擁護】 
・高齢者を狙った悪徳商法や障害者に対する財産搾取、虐待など、重大な権利侵害の

事例が増加しています。少子高齢化、単身世帯の増加等により、高齢者・障害者を
地域で支える権利擁護のニーズが増加しています。 

 
【成年後見制度】 
・制度に対する広報等も多く行われていますが、制度理解が十分に進んでいないのが

現状です。 
・制度利用の面からみると、障害者の利用が進んでいない状況です。 
 
【市民後見人養成・活動支援事業】 
・横浜市では平成 24 年度より、市民後見人の養成を開始し、平成 28 年度末で 26 名の

方が市民後見人として活動をしています。（コラム「横浜市における市民後見人とは」
参照） 

 
【その他の課題】 
・新たな課題として、既存の制度やサービスだけでは対応しきれない「身元保証（保

障問題）」や「死後事務」等があります。そのような課題に、個人では対応すること
が困難な方へ、新たな支援手法を構築していく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【  目  指  す  姿  】 
・成年後見制度の認知や理解が地域や支援機関の中で進み、制度が必要な方の利用が

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、地域の中で生活を
送ることができています。 

・国の成年後見利用促進基本計画を踏まえて、横浜市としての成年後見制度等の権利
擁護を推進するため、中核機関※の設置など、権利擁護に関する相談体制や地域連
携ネットワークが整備されています。 
※中核機関：相談対応や専門職によるサポートのコーディネート等を行うとともに、 
各地域における連携ネットワークを形成・強化していくため、法律専門職団体、社
会福祉専門職団体、医療・福祉の関係団体等をはじめとする関係者からなる協議会
等の事務局機能を担うものです。 

 
 
 
 
 
 
 

＜柱２-３-１＞ 
身近な地域における権利擁護の推進 

＜柱２-３-２＞ 
成年後見人等への支援の推進 
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成果・活動指標 
項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 

 
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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◆重点項目＜柱２－３＞ 

身近な地域における権利擁護の推進 

 

■取組名 

＜柱２－３－１＞ 
身近な地域における権利擁護の推進 

  
成年後見制度等の権利擁護（権利擁護事業、後見的支援事業等）を必要とする人が

早期に発見され相談対応をしていくため、必要な広報等を各専門職団体・関係機関等
と連携し実施します。また、制度を活用するにあたり、必要な制度・体制を整備しま
す。さらに、自己決定の支援のために必要な取組を進めます。 
  
 
主な取組 
【広報】 
・成年後見制度等の権利擁護に関する制度について、各専門職団体・関係機関と連携

し、支援者等に対する広報を推進（市・市社協） 
・対象者等にあわせたパンフレットや動画等を用いた広報媒体の作成（市・市社協） 
 
【中核機関の設置・ネットワーク構築】 
・横浜型の中核機関 及び地域連携ネットワークについて、他分野の会議体等を踏まえ

た体制の整備を検討（市・市社協） 
 
【申立て支援】 
・成年後見制度利用支援事業について、本人及び親族申立ての際の申立て費用の助成

の検討（市） 
 
【権利擁護に関する取組】 
・新たな課題である「身元保証」「死後事務」に関する事業実施の可能性について検討

（市・市社協） 
・自己決定の支援のために、必要な取組としてエンディングノートやあんしんノート

等の取り組みの推進（市・市社協） 
・権利擁護事業を実施する区社協あんしんセンターへの支援、関係機関との連携等、

区域の権利擁護事業推進に係る支援の実施（市社協） 
・障害者後見的支援事業などの、当事者を中心とした見守りネットワークの構築・拡

充（市社協） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱２－３＞ 

身近な地域における権利擁護の推進 

 

■主な取組 
＜柱２－３－２＞ 
成年後見人等への支援の推進 
 
成年後見人等として活動している親族、専門職、法人後見実施団体、市民後見人等

からの相談に応じられるよう、専門機関や関係機関等が連携しながら、きめ細やかな
支援を行う体制を整備します。 
 また、市民後見人、法人後見の実施団体等の育成及び支援等を実施し、成年後見制
度を必要とする人に対し、適切な後見人等候補者を選択できるよう取組を進めます。 
 
主な取組 
【中核機関の設置・ネットワーク構築】 
・成年後見人等からの相談を受ける中核機関及び地域連携ネットワークについて、高

齢者、障害者、子ども・若者等、様々な分野の会議体等を踏まえた、体制の整備を
検討・実施（市・市社協） 

・成年後見人として活動している親族後見人等へ支援をする体制づくりの検討（市・
市社協） 

 
【後見人の養成・支援】 
・地域の権利擁護の一翼を担う市民後見人の養成・活動支援・受任促進を引き続き実

施（市・市社協） 
・法人後見を担う団体への支援の実施（市・市社協） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱２-４＞ 
 幅広い住民層が取り組む地域の健康づくり活動の充実 
 
現状と課題 
【つながりづくりや連携を通した健康づくり】 
・健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づくり・保健活動については、第３期区計 

画、地区別計画にも多く取り入れられています。住民主体の介護予防や健康づくり 
活動をきっかけとしたつながりづくりが身近な地域で進められ、社会参加の機会や 
生きがいづくりに発展している取組も多く見られます。 

・健康づくり関連の取組に関心が低く、健康づくりの取組等に参加していない層をは
じめとした、予防への働きかけの工夫が課題となっています。 

・うつ病等、こころの病のある方は増加傾向にあり、自分の問題としてこころの健康
の保持増進に努めていくよう啓発することが必要です。 

・健やかな生活を維持していくためには、予防の視点が大切であること、また、健康
づくりは世代を問わず参加しやすいことから、引き続き健康づくりの取組を進めて
いく必要があります。 

 
 
 

 
 
 

 
【  目  指  す  姿  】 

・「自分が健康と感じている」という市民の増加が認められます。 
・健康寿命の延伸に向けた地域主体の取組が広がっています。 
・健康に関心が低い層等に向けた働きかけや地域とのつながりづくりの 

推進により、多くの市民が身近な地域での健康づくり活動に取り組んでいます。 
・様々な主体による地域づくり等の取組が進み、より多くの市民が参加する 

ことで、結果として健康にもつながっています。 
 

【成果・活動指標】 
項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 

○○数   
 
成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

＜柱２-４-１＞ 
地域とのつながりづくりや連携を通した健康づくりの推進 
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◆重点項目＜柱２-４＞ 

 幅広い住民層が取り組む地域の健康づくり活動の充実 

 
■取組名 

＜柱２-４-１＞ 
地域とのつながりづくりや連携を通した健康づくりの推進 
 

 全ての世代の市民が年齢や病気の有無に関わらず、それぞれの健康状態に応じて、
運動や食事、睡眠等の生活習慣を整え、自分自身の健康づくりに継続して取り組める
ように支援します。 

また、健康づくりと地域でのつながりづくりや支えあい活動を関連させながら推進
していくことで、より多くの、また幅広い層の人々に健康づくりの意識の定着をはか
り、活動を広げていきます。 
 
主な取組 
【身近な地域での健康づくりの推進】 
・老人クラブ（シニアクラブ）や子育てサークル等と連携した健康づくり講座や、健

康づくりを推進するボランティアの育成を通じた住民の生活に身近な地域での健康
づくり事業の推進（市社協） 

・保健活動推進員や食生活等改善推進員等と連携した身近な地域での健康づくり活動
の推進（市） 

【活動団体・活動者支援】 
・保健活動推進員や食生活等改善推進員等の健康推進に関わる地域の人々が、健康課

題の変化や地域の課題に合わせて役割を担えるような情報提供や研修開催等による
支援(市) 

・保健活動推進員や食生活等改善推進員等の活動の幅がさらに広がるための地域や
様々な分野の活動団体とのつながりづくりの支援（市） 

・地域での仲間づくりやつながりづくりを通した健康づくりを定着化するための組織
化支援（市・市社協） 

・幅広い世代が参加している等、活動の特徴を生かして、多世代交流事業や見守り事
業につなげるよう、発展の可能性を検討し、活動を支援(市・市社協) 

 
【取組の見える化】 
・地域での取組や庁内連携での取組等、活動の参考となるような具体的な取組事例の

紹介（市） 
 
【広報・啓発】 
・乳幼児から高齢者まで、それぞれのライフステージに合わせた病気の予防的視点を

持って、運動や食事、睡眠等の適切な生活習慣を整えていけるよう、働き世代には、
企業等との連携、子どもと養育者には、地域子育て支援拠点や教育機関等との連携
による周知（市） 

・疾病の早期発見のために、特定健診やがん検診等の定期的な受診の勧奨（市） 
・様々な分野の活動者に向けた、人や地域とのつながりと健康づくりの考え方の広報

（市） 
・企業や社会福祉法人等への働きかけなど、多様な方法での幅広い市民に向けた健康

づくりの浸透（市） 
・こころの健康について、症状が深刻化する前の段階での見守りや受診行動につなが

るような地域での理解促進、セルフケアの推進、自殺対策など、必要な取組が進む
よう市民に向けた広報(市) 
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コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱２-５＞ 
 支援が届く仕組みをつくり、機能させるための環境づくり 

 
 
現状と課題 
【施策の推進】 
・ 市計画の推進を通じて、支援が届く仕組みづくりに向けた事業を実施してきており、

各区で地域に合わせた見守り体制・支援体制づくりが行われています。 
・これまでの取組から見えてきた課題や必要事項を整理し、情報の活用方法や適切な

取り扱いの周知、参考となる事例やノウハウの提供、事業の見直し検討、個別課題
から地域課題へ的確な支援につながる仕組みづくり等を進めていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
 

○○制度利用数 
   
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

＜柱２-５-１＞ 
仕組みづくりに活用できる施策の推進 

【  目  指  す  姿  】 
・住民と関係機関が事業の実施を通じて協働の経験を積み重ね、高齢者、障害者、子ど

も・若者等の分野・対象を問わず困りごとを抱えた人を早期に発見する取組が充実し
ています。 

・個人情報が正しい理解のもと、適正かつ効果的に活用され、必要な見守り・支えあい
活動が活発に実施されています。 
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◆重点項目＜柱２－５＞ 

支援が届く仕組みをつくり、機能させるための環境づくり 

 
■取組名 

＜柱２－５－１＞ 
仕組みづくりに活用できる施策の推進 
 

 身近な地域で困難を抱えている人に必要な支援が届く体制を構築するため、事業や
施策等を推進します。 
 
 
主な取組 
【仕組みづくり】 
・事業・施策を活用した、見守り・支援が必要な人の早期発見・課題解決のための支

援や協働（市） 
・地域活動者等が安心して活動できるために、地域を「丸ごと」※支える包括的な相

談・支援を推進（市） 
・行政等から地域に提供される情報を地域支援に活用していく手法の提示(市社協) 
・実践を通じた地域支援や地域における個別支援のノウハウの集約と提示（市社協） 
 
【実践事例・データの整理と提供】 
・実践事例、根拠法令、国等の検討状況など実践に生かせる情報が取得できるポータ

ルサイトの検討・実施（市社協） 
 
【取組の見える化、情報提供】 
・地域の会議や取組を活用した、情報交換や課題解決に向けた話し合い、役割の確認

が円滑に行える機会づくりについて、地域と支援機関が検討するための先行事例の
情報提供（市） 

 
【個人情報の取り扱い周知】 
・地域活動における個人情報の正しい理解、取り扱い方及び活用の周知（市・市社協） 
 
※「丸ごと」については第１章○頁参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム又は主な事業 
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推進の柱３ 幅広い市民参加の促進、多様な主体の連携・協働の推進 
 
◆重点項目＜柱３-１＞ 
 幅広い市民参加の促進 
 
現状と課題 
【地域でのつながりづくり】 
・2025 年には、「団塊の世代」が 75 歳以上になり、あわせて少子化、世帯の小規模化

が進行し、支援の必要な高齢者は増え、担い手の割合が少なくなります。 
・現在、地域にある複合的な課題や、少子高齢化・人口減少を踏まえると、引き続き

地域福祉保健活動の裾野を広げる取組が必要です。 
・多様な世代や様々な状況にある人が地域でつながり、日々の暮らしの中で、地域の

活動に触れ、その大切さをより自然に意識できるような仕掛けや働きかけが必要で
す。 

 
【社会参加等につながる多様な選択肢】 
・これまでの市計画の推進により、保育園や学校、地域子育て支援拠点等と連携した

地域と子ども・子育て世代のつながりづくりや、健康づくりを通じた地域活動への
参加促進、元気なシニアを対象とする取組など、様々な世代が地域でつながり、地
域での活動に関心を持てるような取組が増えています。また、子どもを対象とした
取組では、事業等に参加した人達が担い手として戻ってくるなどの好循環が見られ
る事例もあります。 

・取組が一度きりであったり、参加者が固定化している等の課題もみられるため、地
域福祉保健活動に関わってこなかった人でも、継続して参加しやすい環境をつくる
ことが必要です。例えば高齢者の中でも人によって参加の意欲やモチベーションの
あり方も違うことから、多様な価値観に合わせた参加の仕掛けが必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
 

○○制度利用数 
   
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜柱３-１-１＞ 
地域でつながる機会の拡大 

＜柱３-１-２＞ 
多様な選択肢の検討・実施 

【  目  指  す  姿  】 
・地域住民が地域活動とつながる機会が増えており、子どもの頃から地域で見守られ、 

育つ視点を大切にした取組が増えています。 

・対象や一人ひとりの価値観に合わせて、社会参加の機会や地域福祉保健活動へ参加

するための選択肢が検討・提供されています。 
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◆重点項目＜柱３-１＞ 

 幅広い市民参加の促進 

 
■取組名 

＜柱３-１-１＞ 
地域でつながる機会の拡大 
 

 地域住民同士が多様性を理解し、立場や背景を超えて子どもの頃から切れ目なく地
域の中でつながることができるよう、これまでの取組を生かしながら、場や機会を広
げていきます。 
 
主な取組 
【子どもの頃から地域と関わる取組の推進】 
・地域子育て支援拠点や保育園、幼稚園等と地域が連携した、子ども・子育て世代が

地域とつながるための取組の推進（市・市社協） 
・地域による学校への支援という一方向の関係にとどまらず、地域と学校が一体とな

って連携・協働するという双方向の関係に発展させ、学校・地域コーディネーター
等のコーディネート機能を強化した小学生・中学生・高校生の社会参加の促進及び
学校と地域との協働を推進（市） 

・学校運営協議会等の仕組みを活用し、地域と小学校・中学校が目標や課題を共有し、
協働することで、より良い地域社会を実現するための支援策の検討（市） 

・子ども食堂や学習支援、地域のフリースペースなど、子どもの居場所の実態把握と
拡充支援（市社協） 

 
 
【様々な世代における地域とのつながりの推進】 
・就学前も含め、子どもの頃から地域とつながる機会を増やすだけでなく、親世代や

親子、就労世代や退職後の方などが一緒に参加し、継続して地域とつながりを持っ
てもらうための支援（市） 

・地域住民が世代や立場を超えて地域でつながれる機会や、誰もが集える地域の居場
所などの情報を集約し、利用者が担い手として地域に関わるようになった事例など、
その意義や効果を含めて情報を発信（市社協） 

 
【広報・啓発】 
・一人ひとりが活躍する場の提供に向けた支援策の実施(市社協) 
・様々な人に興味をもってもらい地域活動に参加してもらうため、支援機関における

広報等での啓発（市） 
・学校・地域コーディネーターが円滑に地域と関わりを持つため、学校・地域コーデ

ィネーターが行っている取組について、関係区局による地域へ向けた理解促進及び
啓発（市） 

 
 
 

コラム又は主な事業 
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◆重点項目＜柱３-１＞ 

 幅広い市民参加の促進 

 
■取組名 

＜柱３-１-２＞ 
社会参加等につながる多様な選択肢の検討・実施 
 

 地域において区役所・区社協・地域ケアプラザが、社会参加や地域活動への参加な
どの目的に合わせ、様々な視点で参加メニューを工夫し、多様な価値観にあわせた選
択肢を検討・提案できるよう支援します。 
 
 
主な取組 
【多様な選択肢や手法の提案】 
・ボランティア活動を通じた社会参加プログラムの検討と支援メニューとしての提案
（市社協） 
・趣味やスポーツなど実施内容だけではなく、曜日や時間帯、所要時間、対象の活動

性など、様々な視点での参加メニューを既存事例も含めた情報の集約・提供（市社
協） 

・既存の選択肢に加えて関係機関と連携し、アプローチや参加方法など多様な価値観
にあわせた様々な選択肢を検討・提案（市） 

・地域に対し、社会参加等につながる多様な選択肢から地域活動の担い手へ至るプロ
セスや支援手法についての情報のとりまとめと支援メニューとしての提案（市社協） 

・学校や福祉施設などの地域に根差した施設が、より地域との関係を深め、地域に関
心をもってもらうための支援（市） 

 
【広報・啓発】 
・多様な情報を発信し、様々な人が目にする機会を設けるための手法（ＳＮＳ、ホー

ムページ等）の検討・実施（市） 
・関係局課が連携し、幅広い市民への情報提供に加え、会社をリタイヤする前などの

特定の年代に向けた社会参加へのさらなる啓発（市） 
・日頃は支えられている人も他者を支える人になるなど、あらゆる人に役割があるこ

とを伝える事例の収集と発信（市社協） 
 
 
 
 
 
 

  

コラム又は主な事業 
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◆重点項目＜柱３-２＞ 
 多様な主体の連携・協働による地域づくり 
 
現状と課題 
【社会福祉法人の地域貢献】 
・社会福祉法人は、これまで施設運営や事業・サービス提供を通じて住民の暮らしを

支えてきました。また、地域に根ざした法人の中には、住民とともに地域活動に取
り組んできたところも多くあります。 

・社会福祉法の改正等により、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、地域貢献
への期待が高まっています。各法人・施設が地域に開かれ、施設利用者を含めて地
域とつながるとともに、地域ごとのニーズに合わせ、運営施設や実施事業の特徴を
生かしながら取組を進めていくことが重要です。 

 
【企業、ＮＰＯ、学校等との連携強化】 
・第１期計画以降、地域福祉保健に関わる施設や企業等との連携・協働による取組が

推進されており、住民・住民組織との交流やイベント、地域行事への参加等は多く
の区で取り組まれています。 

・企業や施設との連携による見守りのネットワーク構築や食料支援（フードバンク等
の取組）などが複数の区で取り組まれるようになってきており、課題への対応の幅
が広がってきています。 

・連携による地域活動が広がりを見せる一方で、継続性・一貫性が課題となっている
地域もあります。 

・今後も複雑・多様化する地域の課題を早期に発見して支援につなげ、住民の生活を
地域で支えていくためには、地域にある様々な「主体」がそれぞれの役割や特徴を
最大限発揮しながら、連携・協働した取組を一層進めていくことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      【  目  指  す  姿  】 
・住民・住民組織と地域にある社会福祉法人等の施設、企業、学校、ＮＰＯ等、多様

な主体が、それぞれの強みや経験を生かしながら、地域の課題に対して連携・協働
する取組が広がっています。 

・地域の多様な主体と連携を図りながら、困りごとを抱えている人も含め、すべての
人を対象とした社会参加や就労体験の場が身近な地域に確保されています。 

 
 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
○○制度利用数   

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜柱３-２-１＞ 
社会福祉法人の地域貢献 

＜柱３-２-２＞ 
企業、ＮＰＯ、学校等との連携強化 
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◆重点項目＜柱３-２＞ 

 多様な主体の連携・協働による地域づくり 

 
■取組名 

＜柱３-２-１＞ 
社会福祉法人の地域貢献の推進 

  
 社会福祉法の改正により、改めて地域福祉の担い手として期待される社会福祉法
人・施設が、その特徴や専門性を発揮して地域貢献活動に取り組めるよう支援します。 
 
主な取組 
【周知・啓発】 
・地域の活動団体と社会福祉法人が連携・協働するメリットの周知(市) 
・地域ニーズを把握するためのデータの提供や、市内外の取組事例の紹介等による取

組支援(市) 
・市社協の会員施設の種別ごとの部会や研修など、様々な機会を通じた地域貢献活動

の意義や必要性の周知(市社協) 
 
【取組の見える化】 
・市内の社会福祉法人・施設が取り組む地域貢献活動の事例発表会の開催及び事例集

の作成による取組の促進(市社協) 
 
【検討の場】 
・地域協議会の設置による地域と社会福祉法人が地域の福祉ニーズを共に検討する機

会の促進(市) 
 
【実態把握・コーディネート】 
・社会福祉法人・施設による地域貢献活動事例の調査（市社協） 
・社会福祉法人・施設の地域貢献活動において市域共通で取り組む課題の整理と社会

福祉法人・施設への提案(市社協) 
・区社協と連携し、地域と社会福祉法人・施設とのコーディネート（市社協） 
・地域と社会福祉法人・施設の連携による地域課題を解決する取組の拡充(市社協) 
 
 
 

 コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱３-２＞ 

 多様な主体の連携・協働による地域づくり 

 
■取組名 

＜柱３-２-２＞ 
企業、ＮＰＯ、学校との連携強化 

  
 複雑化・多様化する地域の課題に対応するために、企業、ＮＰＯ、学校等、地域に
ある様々な主体が住民・住民組織と連携・協働し、それぞれの強みを最大限に発揮で
きるよう支援します。 
 
 
主な取組 
【情報発信・共有】 
・市内外の企業による取組事例や様々なデータの提供等による多様な主体と地域がつ

ながるための取組支援(市) 
・地域と多様な主体が既に協働している先進事例を各地域に周知する場や手法の検

討・実施(市) 
・地域との協働を推進するため、高齢者、障害者、子ども・若者等の各分野で設置さ

れている既存のコーディネーターの業務や役割の周知 (市) 

 

【学校と地域の連携・協働】 
・ 学校運営協議会と地域学校協働本部を両輪とした学校と地域の連携・協働の推進

(市) 
 
【連携・協働に向けたコーディネート支援】 
・一般就労と福祉的就労の間に位置する中間的就労や社会参加の場、食支援、見守り

活動等、企業の強みを生かした社会貢献のコーディネート支援(市・市社協) 
・企業・ＮＰＯ・学校等の福祉に限らない多様な取組をきっかけとし、最終的に地域

福祉保健活動や地域づくりにつながる仕掛けづくり・コーディネートの促進(市) 
・企業の社会貢献事例の集約と発信（市社協） 
・区域を超え幅広く活動する団体との連携・協働に必要な調整(市社協) 
・ ＮＰＯと地域、関係機関が連携した生活課題、地域課題への対応事例の集約と発信

(市社協) 
・学校と地域、関係機関が連携した不登校や引きこもり等への対応に向けた検討・実

施(市社協) 
・これまで福祉との関わりが少なかった身近な施設による子ども食堂の実施や、交通

企業との連携による移動支援など新たな主体、新たな手法による連携事例の集約と
発信(市社協) 

 
【モデル事業等の実施】 
・社会的な課題や地域課題への解決に向けた住民と企業が連携した取組など、多様な

主体の連携に係る新たな事業の試行実施(市社協) 
・市域で取り組む課題の明確化とその対応に向けた市域ネットワークの構築(市社協) 
 

  

 コラム(又は主な事業) 
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◆重点項目＜柱３-３＞  
 幅広い市民参加、多様な主体の連携・協働を促進するための環境づくり 
 
現状と課題 
【活動の活性化のための環境づくり】 
・地域では、多くの市民が地域福祉保健活動に取り組んでいますが、担い手の負担増

や活動資金の問題、活動内容の停滞などにより、継続が難しくなっている活動も少
なくありません。幅広い市民参加を促進しながら、組織的な活動につなげ、継続、
発展させていくことによって、地域福祉保健活動の裾野を広げていく必要がありま
す。 

 
・多様な主体による地域活動や地域づくりにおいて、先駆的に取り組まれている事例

の中では、地域の課題やニーズに基づくものであること、活動の中で、主体それぞ
れの特徴が生かされていることが重要な要素となっており、これから地域活動に取
り組む団体等へ情報を発信していく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         【  目  指  す  姿  】 
・助成金、資金確保の手法、ノウハウなど、活動の立ち上げ・継続に必要な支援策 

の整備が進むとともに、その具体事例の情報が支援に活用されています。 
・地域の課題やニーズに合わせて多様な主体間をつなぐ機会や場が創出されて 

います。 
 
成果・活動指標 

項目 基準値（平成 29 年度） 目標値(平成 35 年度) 
 

○○数 
   
 

  

成果・活動指標についての説明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 

  

＜柱３-３-１＞ 
新たな活動の立ち上げや継続するための支援策の提
供 
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◆重点項目＜柱３-３＞ 

 幅広い参加、多様な主体の連携・協働を促進するための環境づくり 

 
■取組名 

＜柱３-３-１＞ 
新たな活動の立ち上げや継続するための支援策の提供 
 

  新たな活動の立ち上げや継続的に活動を実施していくための支援策を、活用事例
等を踏まえて必要な人に提案します。 

 
 
主な取組 
【支援策の提供】 
・区役所と協働し、団体が自立し活動していくために必要な資金確保の手法、事例情

報、ノウハウなどの支援策の提供(市) 
・活動団体等が様々な活動に取り組めるよう、新たな手法（ソーシャルインパクトボ

ンド(SIB)※等）等、財源獲得を含む課題解決手法の検討・情報提供・提案（市・市
社協） 

・ 寄付金の生かされ方や目的別の寄付方法の周知等を通じた寄付意識の醸成（市社協） 
・活動団体等が長期にわたって活動継続するための、他団体や社会貢献活動を行って

いる企業との連携・協働による課題解決策の提案（市） 
・ニーズに合わせた助成金制度の見直し(再掲)（市社協） 
・活動の組織化における支援策の活用事例の集約と情報提供（市社協） 
・市社協の会員組織としてのネットワークを活用した地域活動、地域づくりを協働す

る事例の集約とその分析を通じたノウハウの集約（市社協） 
・区社協、地域ケアプラザ向けの実践事例の共有、ノウハウの活用による支援（市社

協） 
・区域を越え幅広く活動する団体への課題や事業の提案など、連携・協働に必要な調

整（市社協） 
 
【広報】 
・市民が新たな取組を始める際の活動に関する支援制度の周知、また、関係局課が連

携し、支援制度をより多くの人に知ってもらうための啓発の実施(市) 
 
【情報提供】 
・まちづくりなど関連する他分野の支援制度の周知、連携した地域づくり（市）（再掲） 
 
※行政、事業者、民間資金提供者等多様な関係者が連携して社会課題解決に取り組む
新しい手法。特にサービスを提供しただけではなく、社会課題が解決されたかどうか
を第三者が評価し、その評価に連動して支払いが行われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
コラム(又は主な事業) 

 



第４期横浜市地域福祉保健計画　コラム・事例について（案）
2018年２月15日時点

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

1-1-2 地域の特性をふまえた地域支援の促進

1-2-1 地区連合町内会、地区社協等のネットワーク・調整機能の拡充

1-2-2 活動団体のネットワークづくりによる地域活動の充実

1-3-1
多様性を理解し、同じ地域の住民として様々な人を丸ごと受け
止められる風土づくり

1-3-2
住民相互が理解・協力し合う気持ちを育てるためのつながりづ
くり

1-4-1 地域福祉保健活動を推進するための地域の人材づくり

1-4-2 地域福祉保健活動に求められるコーディネート機能の向上

1-4-3 活動資源の確保への支援

2-1-1 見守りの輪を広げる

2-1-2 気づきをつなぐ、情報共有の仕組み

2-2-1
地域の中で地域住民と関係機関が連携し、支えあう仕組みづ
くりを進める

2-2-2
地域のネットワークを活かした地域課題の把握・共有・検討・解
決の仕組みづくりを進める

2-3-1 身近な地域における権利擁護の推進

2-3-2 成年後見人等への支援の推進

柱2-4
幅広い住民層が取り組む地域の健康
づくり活動の充実

2-4-1 地域とのつながりづくりや連携を通した、健康づくりの推進

柱2-5
支援が届く仕組みをつくり、機能させる
ための環境づくり

2-5-1 仕組みづくりに活用できる事業・施策の推進

3-1-1 地域でつながる機会の拡大

3-1-2 多様な選択肢の検討・実施

3-2-1 社会福祉法人の地域貢献

3-2-2 企業、NPO、学校等との連携強化

柱3-3
幅広い参加、多様な主体の連携・協働
を促進するための環境づくり

3-3-1 新たな活動の立ち上げや実施のための支援策の提供

他分野との関係性（地域との包括ケア等）、包括支援センターと民生委員児童委員の情報共有（要援護者に関する定期的な情報
共有等）

地域づくり大学校の取組、よこはま保育フォーラム（保育人材の確保の取組）、民生委員児童委員の取組、消防団の取組

市民後見人養成・活動支援事業、後見的支援事業

柱3-1 幅広い市民参加の促進 特定の年代を狙った社会参加への啓発事例、リビングラボ（住民や企業等が参画する、地域課題解決やサービス・商品開発・改
善等の取組）

学校・地域コーディネーターの取組、こども食堂・地域の居場所づくり

柱2-2
地域住民と支援機関及び関係機関の
連携・協働による地域の生活課題を調
整・解決する仕組みの充実

柱3-2
多様な主体の連携・協働による地域づ
くり

柱2-3 身近な地域における権利擁護の推進

　【推進の柱３】　幅広い市民参加の促進、多様な主体の連携・協働の推進

柱1-4
地域福祉保健活動の推進のための人
材育成と環境づくり

柱2-1 見守り・早期発見の仕組みづくり

　【推進の柱２】　身近な地域で支援が届く仕組みづくり

　【推進の柱１】　地域福祉保健活動推進のための基盤づくり

法人後見支援事業

掲載したいコラム・事例のイメージ
　※　市計画としての市域の取組／区や地区の取組で市として支援していく取組

柱1-1
地域力（地域の強みを生かした課題解
決力）の向上に向けた支援の充実

柱1-2
地域福祉保健活動を推進する関係組
織・団体への支援

柱1-3

地域ケアプラザの説明、生活支援体制整備事業による連携事例

オープンデータの説明、住民支えあいマップ、要援護者マップの取組（災害時要援護者支援事業の活用）

自治会町内会活動の取組、地区社協による単位町内会・自治会向け勉強会、「地区社協の手引き」の紹介

子ども分野のネットワークの事例、地域課題等の分野別検討会、関係機関・地域による地域課題（生活困窮）解決のためのプロ
ジェクト

福祉のまちづくり、都市計画マスタープラン、持続可能な住宅地モデルＰＪ、学校における多様性理解の取組、セーフティネットプ
ロジェクト、障害福祉啓発事業誰もがお互いを受け入れ、共に支えあ

う意識の啓発と醸成

地域行事への障害者等の参加事例、身近な地域での出会い・交流促進のための取組・行事等

個人情報保護法改正について、市民局が整理している個人情報の取扱について

社会福祉法人と地域が連携し、地域貢献活動を実施している団体等の紹介、社会福祉法人と地域がつながる連絡会

地域と様々な主体をつなぐコーディネーターの事例、中間的就労の事例、企業と地域が連携した障害児者の移動支援、フードドラ
イブ（各家庭等から食品を持ちより地域の福祉団体等に寄付する活動）等食支援の取組、学校地域コーディネーターの取組、福
祉有償運送

ヨコハマまち普請事業の取組

区、区社協地福計画担当向け人材育成研修、相談支援機関におけるマニュアル等の紹介、コーディネーター研修、地区社協研
修

地域活動の手引きの事例

高齢者の見守り事業、災害時要援護者の取組、企業等と連携した見守り事業、認知症サポーター養成事業、認知症高齢者等
SOSネットワーク

いわゆるごみ屋敷対応、生活困窮者支援、身近な地域での助け合い活動、地域住民による障害児の校内活動支援、地区ボラン
ティアセンター

地域ケア会議

ソーシャルキャピタルについて、元気づくりステーション、よこはまウォーキングポイント

第４期市計画第２章に記載するコラム・事例案について、事務局案一覧を掲載しています。

今後、各関係所管課への照会・調整を踏まえ、コラム・事例案を決定してきます。

資料４



第４期市計画素案（案）第１章  

1 

第１章 第４期横浜市地域福祉保健計画の策定にあたって 

１ 地域福祉保健計画について 

(1) 地域福祉保健計画の策定・推進の経過 

平成 12 年に「社会福祉法」が改正され、新たに第 107 条に地域福祉の推進に関する事項

を定める計画として市町村地域福祉計画が規定されました。 

横浜市では、それ以前に取り組んできた住民、事業者、機関、団体等の協働によるまちづ

くりをさらに進めるため、平成 16 年度に第１期横浜市地域福祉計画を策定し、住民の皆様

や関係機関・団体等と推進してきました。 

 

＜地域福祉保健計画の推進経過＞ 

年度 経過 特徴 

平成 12 年度 社会福祉法改正、市町村地域福祉計画

を位置付け 
― 

平成 16 年度～ 第１期横浜市地域福祉計画策定 

（期間：平成 16 年度～20 年度） 

・社会福祉法改正を踏まえ、市及び

全区で地域福祉計画を策定 

 

平成 21 年度～ 第２期横浜市地域福祉保健計画策定 

（期間：平成 21 年度～25 年度） 

・全区で地区別計画を策定 

・福祉と保健の取組を一体的に推進 

・「地域福祉保健計画」に名称変更 

平成 26 年度～ 第３期横浜市地域福祉保健計画策定 

（期間平成 26 年度～30 年度） 

・市社会福祉協議会の地域福祉活動

計画と一体化、連携して推進 

  

(2) 地域福祉保健とは 

「地域福祉保健」とは、地域の住民・住民組織と関係団体、社会福祉協議会（以下、「社

協」といいます。）、行政等の関係者が協力して、誰もが安心して自分らしく健やかに暮らす

ことのできる地域社会を実現していくことです。 

具体的には、個人や世帯の抱える困りごとなどの生活課題やそれぞれの地域の状況に応じ

た地域課題を、地域住民や関係者で受けとめ、協力して地域で解決していくことです。生活

課題や地域課題の解決へ向けた取組や活動が、住民の生活に密着したより小さな地域から、

区域、市域を含めてより広域的に、重層的に広がっていくことを目指していきます。 

また、個人や世帯が抱える生活課題や地域課題の背景には、健康問題が含まれていること

も多く、これらを一体的に捉え、予防的な視点を持って心身の健康保持及び増進を推進して

いきます。 

 

資料５ 
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(3) 地域福祉保健計画策定の趣旨 

地域福祉保健計画策定の趣旨は、地域住民と関係機関・団体等が協力して取り組む地域づ

くりを計画として明文化することで、合意形成を図りながら推進していくことにあります。 

計画の策定を通じて、地域住民と関係機関・団体等が地域ごとの現状と課題を明らかにし、

よりよいまちづくりに向けた目標を共有することで、同じ方向を見据えて、それぞれの役割

に応じた取組を進めていくことができます。 

また、これまでの計画推進の中で大切にしてきたことは、「住民主体」と「協働」です。

地域の状況に合わせて、よりよい地域づくりを進めていくには、そのまちに住む一人ひとり

が「私たちのまち」に関心を持つこと、そして地域住民や自治会町内会をはじめとする住民

組織と、地域にある様々な機関や団体、施設等が、協力して地域福祉保健の推進に取り組む

ことが重要です。 

 

(4) 地域福祉保健計画の推進における「自助」「共助」「公助」の連携 

地域福祉保健においては、個人でできることは自分たちで取り組む「自助」、一人では解

決できないことをお互いに助け合う「共助」、行政でなければ解決できない問題を取り組む

「公助」が相互に連携して進められることが重要です。 

地域福祉保健計画では、生活課題や地域課題の解決に向けて「自助」「共助」「公助」を組

み合わせ、関連づけながら総合的に取組を進めていきます。 

＜自助・共助・公助の定義について＞ 

 

 

 
 

 

【自助】自分や家族でできることを行う。自分の力を発揮できるようにする。 

【共助】地域や仲間同士でお互いに助け合いながら、できることを行う。 

【公助】個人や家族・地域等でできない支援を公的機関が行う 
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２ 第３期市計画の概要・振り返り 

 

 (1) 第３期市計画のねらい 

 (2) 取組の方向性 

 (3) 成果 

 (4) 次期計画に引き継がれる課題 

 

第３期最終評価確定を踏まえて記載 
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３ 地域福祉保健を取り巻く状況の変化 

(1) 社会状況の変化と「地域共生社会」づくり 

   少子高齢化や人口減少の進行、世帯の小規模化、住民同士のつながりの希薄化、非正規雇用

の拡大等、私たちを取りまく社会の状況は大きく変化しています。同時に「社会的孤立」や介

護と育児の問題を同時に抱える等の「複合的な課題」、既存の支援制度では対応が難しい「制

度の狭間の問題」が増えています。 

こうした中で、これまで対象ごとに整備が進められてきた公的支援が、今後、様々な課題に

包括的に対応していくことが求められています。また、あらためて地域を基盤にした支えあい

が注目され、福祉保健分野を問わず、様々な主体が協力して課題を解決する力を高めていくこ

とが必要とされています。 

国では、このような状況を踏まえ「地域共生社会※の実現」を目標に掲げ、社会福祉制度の

改革へ向けた様々な検討が進められています。 

※地域共生社会とは…制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が参画し、人と人、人と地域社会にある様々な社会資源が世代や分野を超えつながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 

 

(2) 国における法改正・制度の見直しの状況 

   地域共生社会を踏まえ、国では法改正・制度の見直しが行われています。  

 ア 社会福祉法の改正 

平成 29 年６月に改正された社会福祉法では、「市町村による地域住民と行政等との協働

による包括的支援体制づくり」や「福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の努力義

務化」などが規定されています。 

 

  (ｱ) 市町村地域福祉計画 

     社会福祉法の改正を受け、国から示された市町村地域福祉計画の策定ガイドライン

では、主に、市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項として、「生活困窮者のような各

分野横断的に関係する者に対応できる体制」「就労に困難を抱える者への横断的な支援

のあり方」「市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、

身元保証人等、地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方」「地域住民等が主体的

に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進めるための圏域

と、各福祉分野の圏域や福祉以外の分野の圏域との関係の整理」等が挙げられています。 

      また、包括的な支援体制の整備に関する事項についても計画策定に盛り込むものとし

ており、各市町村はこれらを踏まえた計画策定が求められています。（詳細は「資料編

P.○参照） 

 

  



第４期市計画素案（案）第１章  

5 

(ｲ) 社会福祉法人の地域貢献 

    平成 28 年３月の社会福祉法の改正により、社会福祉法人においては、社会福祉事業

を主たる事業とする非営利法人として、「地域における公益的な取組」の実施に関する

責務が明記されました。これにより、特定の社会福祉事業の領域に留まることなく、様々

な地域生活課題や福祉ニーズに対応していくことが期待されています。 

 

 イ 生活困窮者自立支援制度 

    平成 27 年４月に生活困窮者自立支援法が施行され、経済的に困窮し、社会保険制度と

生活保護制度の間の段階で、これまで支援の狭間にあった方々の早期の自立を支援する第

二のセーフティーネットとして制度化されました。 

   貧困の背景にある社会的な孤立に対しては、暮らしの舞台である地域の中で解決を図る

ことが重要となります。生活困窮の端緒に気づき、支援につなげる体制、地域の多様な主

体の連携による見守りや社会参加の場づくりなどに取り組むことが重要とされています。 

 

 ウ 成年後見制度利用促進基本計画 

平成 28 年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、平成 29 年 3

月に国の成年後見制度利用促進基本計画が策定されました。計画の中では、「利用者が

メリットを実感できる制度・運用の改善」「権利擁護支援の地域連携ネットワークづく

り」「不正防止の徹底と利用しやすさの調和」に取り組むこととされています。また、

市町村は、国の計画を勘案して、市町村計画を策定することとなっています。 

 

(3) 横浜市の現状と中期的課題 

   横浜市では、今後、人口が減少に転じることが予想される一方で、65 歳以上の人口は今後

10 年で急増することが見込まれます。さらに、支援を要する子どもや若者が増加傾向にあり、

生活保護受給者数の増加、ひきこもりや生活困窮などの問題も増加しています。 

   地域との関係性について、「困ったり相談したり助け合ったりする」割合は減少傾向にあり、

お互いに干渉しあわない関係性が増えています。その一方で、退職後に地域活動やボランテ

ィア活動に参加したいと考えている人も一定数存在します。 

   こうした現状の中で、横浜市における中期的課題には、次のようなものが挙げられます。 

 

人口減少 横浜市の総人口は 2019 年の 373 万人をピークに減少に転じ、いわゆる人口

減少社会が到来します。さらに、生産年齢人口はすでに減少が始まっており、

将来にわたり減少し続けていくことが予想されています。 

少子高齢化 ・2025 年には 65 歳以上の高齢者人口が 97 万人に達し、2030 年には 100 万

人を突破、2035 年には 110 万人になると予測されています。一方、子どもの

数は 2025 年までに約７万人の減少が見込まれています。 

・高齢者人口の増加に伴い、2015 年に比べ、2025 年には要介護認定者数が
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1.5 倍、認知症高齢者数が 1.4 倍に増加することが見込まれており、それ以

降も支援を要する高齢者は増加するものと考えられます。 

・横浜市の合計特殊出生率は、ここ数年微増傾向にありますが、全国より低

い値であり出生数も減少傾向です。依然として少子化の現状は変わっていま

せん。 

社会情勢・世

帯構成の変化 

・支援を要する高齢者の増加や保険制度改革等により、施設入所や入院によ

る対応は、より重度の高齢者のみとなり、支援を要する人の生活は地域へ移

行していきます。 

・一方で、それを支えることが期待される地域社会では、少子高齢・人口減

少社会の進展に加え、単身世帯の増加、家族形態の変容、価値観の多様化、

自治会加入率の減少等により、担い手が不足し、地域で生活を支えていく力

は脆弱になることが見込まれます。 

複合的な課題

の増加 

近隣との関係性の希薄化が課題となっており、社会的孤立や、それを背景と

する潜在化・深刻化した問題を抱えた世帯も地域に存在し、増えていくこと

が考えられます。こうした地域にある問題は高齢者に限らず、中高年のひき

こもりと高齢の親という 8050 問題や育児と介護の同時進行を意味するダブ

ルケア、生活困窮、子どもの貧困、ごみ屋敷の増加など、多世代に渡る複合

的な課題が増えてきています。 

    

このような状況を踏まえ、第４期市計画は、分野を横断的につなぐ特徴をとらえ、各取組

を推進していきます。 

加えて、様々な課題をできるだけ地域で受けとめ、解決を図ることができるよう、より住

民の生活に近い地域で活動を高めて基盤を強化すること、必要な人に支援が届く仕組みづく

りをさらに広げること、地域の人々が協働で地域課題の解決を通じた地域づくりを進めてい

くことを重点として具体的な取組を進めていきます。 
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４ 計画の構成について 

(1) 市計画・区計画・地区別計画の関係 

横浜市の地域福祉保健計画は、市計画、18 区の区計画、地区別計画で構成しています。 

政令指定都市である横浜市の場合、各種福祉保健サービス提供や区民ニーズと地域特性に

基づく取組の中心は区であるため、各区計画を策定し、区の特性に応じた取組を進めていま

す。さらに、地域課題や生活課題にきめ細かく対応するためには、お互いに顔の見える小さ

な圏域を単位とすることが必要なため、第２期から全区で地区別計画を策定・推進していま

す。 

  

市 計 画 

 

区計画 

 

区(全体)計画 

 

地区別計画 

位
置
づ
け 

基本理念と市としての方向

性を提示し、区計画推進を

支援する計画 

区の特性に応じた、区民に身

近な中心的計画 

地区の課題に対応するため、地

区が主体となり、区・区社協・

地域ケアプラザとが協働で策定

する計画 

盛
り
込
む
内
容 

・分野別計画を横断的につ

なぎ、地域福祉保健に関

する施策を調整するため

の連携した取組 

・区計画を進めるために必

要な市や市社協による支

援策、区域で解決できな

い課題に対する市域での

取組 

・市民の活動の基盤整備に

関する取組 

・地域福祉保健に関する区の

方針 

・地区別計画の活動を支える

取組 

・区域全体の福祉保健の共通

課題、住民主体の活動では

解決できない課題、区域で

取り組むべき課題に対する

区・区社協・地域ケアプラ

ザの取組 

・住民主体の活動により解決を

図る課題に対する取組 

・地域の課題の解決に向けた、

地域の人材と資源を生かした

身近な支えあいや健康づくり

の取組 

・支援が必要な人の日常生活に

連動した支援策・取組 

 
 
 
 

＜市計画・区計画の関係性(イメージ図)＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区別計画 区(全体)計画 
市 計 画 
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＜市計画・区計画の計画期間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

活動 

計画 

(市社協) 

 

 

(2) 圏域の考え方 

ア 地域福祉保健計画における圏域の考え方 

横浜市は人口 370 万人の大都市であり、市域の中で、地域によりその状況は生活上の

課題等が異なっているため、一律での計画づくりだけでは、課題解決を進める上で十分

とはいえない状況にあります。住民が地域生活課題を解決するためには、一定の範囲で

地域の特性や状況に応じた検討や取組を行う必要があります。地域福祉保健の圏域を横

浜市の現状から考えると、次の６層に分けられます。 

 

＜地域福祉保健計画における６層の圏域＞ 

圏域 圏域の考え方 

１
層 

近隣 
自治会町内会の班（組）程度 

隣近所の付き合いや、地域住民相互の協力により、支援
の必要な人を把握し、見守りや日常の生活支援などを行う
基礎的な範囲。 

２
層 

自治会町内会 
人口平均 1,300 人程度 

地域住民の暮らしの課題を解決していくために日常的
な活動を行う範囲。団地やマンションなどもこの範囲。 

３
層 

地区連合町内会 
人口平均 15,000 人程度 
252 地区 

自治会町内会、各団体・組織がまとまり、地区連合町内
会や地区社協を組織し、活動を行っている圏域。 

４
層 

日常生活圏域(中学校区程度) 
人口平均 25,000 人程度 
地域ケアプラザ(145 圏域) 

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）など身近な地
域課題を解決するための福祉保健サービスや公共施設が
整備されている圏域。 

５
層 

区域（18 区） 
人口 10～35 万人程度 

効果的なサービス提供を実現するために区社協をはじ
めとした様々な公的機関を整備し、区役所を中心に 1～4
層で把握した各地区に共通する地域課題を共有し、各地域
を支援する地域福祉保健施策を進める圏域。 

６
層 

市域 
人口 370 万人 

市全域を対象とした、総合的な地域福祉保健の取組を推進
する圏域。 

※1 鶴見/神奈川/西/南/青葉/栄/泉  ※2 中/港南/保土ケ谷/旭/磯子/金沢/港北/緑/都筑/戸塚/瀬谷  

《2025》 

区計画 

市計画 

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 23 24 21 22 20 17 18 19 

第 1期（H16～） 

第 3 次 

第 2 期 

第 4 次 

第 3 期 第 4 期 

第 3 期 
第 1 期※1 

第 1 期※2 

第 2 期 

第 2 期 
第 4期 

36 37

  

第 5 期 
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イ 地区別計画における圏域の考え方 

地区別計画の圏域については、これまでの各区での計画策定・推進状況を踏まえ、地区

連合町内会の圏域を基本とします。また、地区連合町内会に加入しない自治会町内会や、

地域ケアプラザが設置されていない地区などもあるため、計画策定・推進の圏域は、集合

住宅の団地、マンション管理組合、単位自治会町内会など、地域の状況に応じて住民との

話し合いの中で柔軟に設定することも可能です。 

＜地区連合町内会のエリアを地区別計画の基本の圏域とする理由＞ 

その地域を知る人が集まり、話し合い、活動できる範囲として、単位自治会町内会が考え

られますが、小規模の自治会町内会だけでは解決できない課題も考えられます。 

横浜市では、他都市と比較して地区連合町内会が組織的な活動を展開していること、概ね

地区連合町内会の圏域で地区社協が結成されていること、自治会町内会同士が支えあう関係

を期待できることなどから、地区連合町内会の圏域を基本の圏域としています。 

 

ウ 取組の特性に応じた圏域の考え方 

日常生活の支えあいは、範囲が小さいほど、お互いの顔や名前もわかりやすく、日常生

活の延長上でできることは継続しやすいため、近隣や自治会町内会のエリア程度が望まし

い単位と考えられます。子育てサロン、高齢者のサロン、配食サービスなどの活動は、自

治会町内会などの圏域で活発に行われている場合が多く見られます。 

しかし、複雑な課題や近隣等の小さな範囲では解決することが難しい課題もあります。

また、近隣には自分のことを知られたくない、個人的な問題には関わってほしくないとい

った理由から、あえて広域で活動している団体を選ぶ人もいます。さらに、交通網の発達

やインターネットの普及等で従来の圏域を越えた活動が広がり、同好の仲間がサークルを

つくるなど、共通のテーマに基づく広域の活動団体（ボランティアグループや当事者活動

団体等）も生まれています。 

こうした生活の圏域を越えた区域や市域で活動する人、広域の活動団体が多数存在する

のも、都市部の特徴のひとつであり、取組の特性に応じ、広域の活動団体と連携を図るこ

とも有効です。 
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５ 第４期市計画について 

(1) 計画の位置づけ 

ア 市の基本構想・中期計画との関係 

（ｱ）横浜市基本構想（2025 年頃を展望した都市の姿）との関係 

横浜市では、市民生活を取り巻く環境が大きく変化する中で、市民が希望をもって生

活できるよう、今後の概ね 20 年を展望した市政の根本となる指針として、平成 18 年度

に「横浜市基本構想」（長期ビジョン）を策定しました。 

横浜市基本構想では、「これからの 20 年で横浜が目指す都市の姿＝市民力と創造力

により新しい『横浜らしさ』を生み出す都市」を都市像として掲げました。市民と行政

が互いに特性を生かし、地域課題や社会的な課題に協働して取り組み、多様なニーズへ

きめ細かく対応することで、市民生活の質の向上を目指すとしています。 

地域福祉保健計画は、横浜市基本構想を上位計画とし、基本構想で掲げる都市像を支

える５つの柱のひとつである「いつまでも安心して暮らせる安全安心都市」を実現する

ための計画という性格をもちます。 

   (ｲ) 横浜市中期４か年計画との関係 

横浜市では、平成 30 年度に横浜市中期４か年計画(2018 年度～2021 年度)を策定し、

市民主体の地域運営を進めるため、戦略○「超高齢社会への挑戦」の中で、「参加と協

働による地域福祉保健の推進」を掲げ、具現化する取組の一つとして地域福祉保健計画

の推進を位置付けています。 

 

中
期
４
か
年
計
画 

冊
子
表
紙 

平成 30 年３定で策定される予定の次期中期４か年計画の内容確定を受け、 
詳細を記載 
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イ 福祉保健の分野別計画、関連する分野 

横浜市には、各法を根拠とする福祉保健の分野別計画として、次のようなものを策定して

います。 

・よこはま地域包括ケア計画（横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画） 

（老人福祉法、介護保険法） 

・横浜市障害者プラン（障害者基本法、障害者総合支援法） 

・横浜市子ども・子育て支援事業計画（次世代育成支援対策推進法） 

・健康横浜２１（健康増進法） 

地域福祉保健計画は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども・若者等の対象者や、保健、

健康に関する分野別計画に共通する理念、方針、地域の取組の推進方向などを明示し、各対

象者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者、公的機関が

協働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たしま

す。 

分野別計画で提示されている対象者の地域生活を支えるための事業や支援については、地

域福祉保健計画でも住民と協働で取り組んでいきます。各分野別計画に掲げた事業や地域活

動支援は、地域福祉保健計画と相互に取組を進めることで対象者の地域生活の充実を図って

いきます。 

また、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの場である地域において、様々な

取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、全体の総合性、連続性といった視点でとらえ、

関連付けて行うことが、様々な地域生活課題に地域が主体となって取り組んでいけるよう関

連する行政分野との連携を重視し、取組を進めていきます。関連する分野を意識し、連携し

ながら取り組むことを重視していきます。 

なお、第４期地域福祉保健計画では、新たに、分野を問わない取組である「横浜市成年後

見制度利用促進基本計画」及び「生活困窮者自立支援方策」について一体的に策定します。 
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＜他プランとの関係性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜他プランの計画期間について＞ 

 

 

 

 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

市全体 中期4か年計画

地域福祉保健計画

成年後見制度
利用促進基本計画

高齢
横浜市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画

障害 障害者プラン

こども
横浜市子ども・子育て支援

事業計画

保健 健康横浜２１

分野

地域
福祉

計画名

第４期

第３期

第１期

第２期

2014-2017

第３期

2018-2021 2022-2025

第５期

第６期 第７期 第８期 第９期

※ 地域福祉保健計画と一体的に策定
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＜横浜市地域福祉保健計画関連分野イメージ図＞ 

 地域でおきる様々な困りごと（地域課題）は、視点によっては都市計画や交通問題などすべ

ての分野が地域福祉保健（計画）の対象となります。 

これからの地域福祉保健計画を考える上で、従来、地域福祉保健計画が担ってきた住民と協

働して課題を解決するという方法を地域包括ケアや地域まちづくりでも推進していくためには、

様々な施策を駆使し連携し地域生活課題を解決する姿勢が重要です。 
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＜福祉保健の分野別計画（抜粋）＞ 

【第５期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画】（平成 24 年度～26 年度） 

基本目標 

高齢者が、地域で引き続き自立した生活が送れるよう、その人の状態に応じて、医療、介護、

予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の実現を目指

します。 

 
施策の基本的な方向１：いきいきと活動的に暮らせるために 

○元気なうちから健康づくり・介護予防に取り組めるよう支援します。 

○高齢者が自ら担い手として地域活動に参加できるよう介護支援ボランティアポイント事業を推

進します。 

○地域での支え合い体制を推進します。 

 
施策の基本的な方向２：地域包括ケアの実現のために 

○地域包括支援センターの機能を充実し、地域の連携づくりを推進します。 

○24 時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを展開します。 

○小規模多機能型居宅介護サービスを充実します。 

○医療機関と介護サービス提供機関相互の連携の強化を図ります。 

○認知症対策を充実します。 

 
施策の基本的な方向３：自分に合った施設・住まいが選べるために 

○一人ひとりの状況に応じた施設・住まいで、自分らしく安心して生活することができる環

境づくりを進めます。 

○介護事業所を併設した住まいづくりなどに取り組みます。 

 
施策推進の視点：安心の介護を提供するために 

○サービスの質の確保、向上のための仕組みづくりを進めます。 

○介護人材の安定供給、定着促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
更新予定 
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【横浜市障害者プラン（第２期）】（平成 21 年度～26 年度） 

Ⅰ 基本的な考え方 

市民一人ひとりがお互いの人権を尊重しあいながら、障害のある人もない人も同じように生活す

ることができるよう、市民・地域・企業・行政など社会全体による取組を進めます。 

そこで、障害者が自らの意思により地域で自立した生活を送れる社会づくりを推進するために、 

横浜市における施策の方向について具体的に示します。 

 

Ⅱ 将来にわたるあんしん施策 

１ 親亡き後も安心して地域生活が送れる仕組みの構築 

２ 障害者の高齢化・重度化への対応 

３ 地域生活のためのきめ細かな対応 

 

Ⅲ 重点施策 

１ 普及・啓発のさらなる充実 

２ 相談支援システムの機能強化 

３ 地域生活を総合的に支える仕組みの構築 

４ 医療環境・医療体制の充実 

５ 障害児支援の体制強化 

６ 障害者の就労支援の一層の拡充強化 

７ 発達障害児・者支援の体制整備 

 

 

 

【かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画（横浜市次世代育成支援行動計画）】 

（平成 22 年度～26 年度） 

理念 

未来の世代を育むまち「よこはま」の実現 

 

第１の基本目標：子ども・青少年を育む多様な「成長空間」を創る 

○安心して過ごせる場や機会を創る 

○多様な交流や体験を得られる場や機会を創る 

○家庭の子育て力を高める場や機会を創る 

 

第２の基本目標：成長空間を支える「地域力」を高める 

○地域の中で子ども・青少年への関心を高め、支援の担い手を広げる 

○情報･ノウハウの共有化や課題解決のためのネットワーク強化 

 

第３の基本目標：市民の参画を促す「共生社会」を実現する 

○すべての人がともに生きる社会の実現 

○企業の社会的責任と取組の推進 

 

 

※ 平成 27 年度以降

は、子ども・子育て支

援法に基づく「横浜市

子ども・子育て支援事

業計画（仮称）」を策

定予定。 

 
更新予定 

 
更新予定 
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【第２期健康横浜２１】（平成 25 年度～34 年度） 

基本理念 

すべての市民を対象に、乳幼児期から高齢期まで継続して、生活習慣の改善や、生活習慣病の

重症化予防を行うことで、いくつになってもできるだけ自立した生活を送ることのできる市民を

増やします。 

 

基本目標 

10 年間にわたり健康寿命を延ばします。 

 

取組テーマ 

① 生活習慣の改善 

② 生活習慣病の重症化予防 

 

第２期計画の特色 

その１ ライフステージに合わせた取組を行います 

○ ３つのライフステージ別に行動目標と目標値を設定し、それぞれにあわせた取組を行いま

す。 

その２ 「きっかけづくり」と「継続支援」を目指した取組を進めます 

○ きっかけづくり：健康づくりを始めるきっかけになることを目指して、知識の普及や体験

型イベント、講座などの啓発活動を行います。 

○ 継続支援：健康づくり活動を楽しみながら続けることを目指して、仲間づくりや場づくり

を進めます。 

その３ 区の特性をふまえ、さまざまな関係機関・団体と連携した取組を進めます 

○ 様々な関係機関が目標を設定し、情報共有しながら、より具体的な取組につなげることを

目指します。 

 

 

 

 
更新予定 
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(2) 基本理念 

第３期市計画を引き継ぎ、計画推進を通じて目指す目標像を基本理念として、次のよう

に設定します。 

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 

 

(3) 計画の基礎となる共通の考え方 

計画推進の基礎となる共通の考え方は、社会の情勢等を踏まえ大きく３つに整理しました。 

ア 誰もがお互いに認め合い、安心して暮らせる社会を目指します。 

 

地域には様々な立場や背景のある人が存在しています。真に支えあえる地域を実現する

ためには、誰もが同じ地域の仲間として受け入れられることが基本です。また、市民一人

ひとりが、多様性の理解を広げ、立場や背景を超えてつながり、お互いを認め合うことが

大切です。 

誰もが地域のつながりの中で自分らしくいられる地域社会を目指します。 

イ 誰もが地域と関わりながら、お互いに支え合い、健やかに暮らせる社会を

目指します。 

地域や人とのつながりから広がった住民同士の見守りや支え合いの取組は、身近な生活

上の課題へのいち早い解決に向けた基礎となります。 

また、誰もが健やかに暮らせるまちの実現へ向けた取組は、一人ひとりが健康に過ごし

ていくための基本的な考え方として重要です。一人ひとりの心身の健康は、自らが健康づ

くりに取り組むことに加え、社会や人とのつながりを通して、自分の居場所や役割を発見

し、生きがいや心の豊かさの醸成によってももたらされるものです。 

地域のすべての住民、活動する団体、施設等の暮らしの当事者が、お互いに支え合う地

域社会とともに、だれもが健やかに暮らせる社会を目指します。 

ウ 地域における様々な主体が連携しながら、市民一人ひとりが自らの力を生

かせるような社会を目指します。 

困りごと（生活課題）を抱えている人に対して、住民それぞれが他人事ではなく、困っ

たときはお互いさまの気持ちで、自分にできることを行うことが重要です。 

また、地域住民や関係団体だけでなく、施設や企業、商店、NPO、学校などが、地域の

ために連携・協働することで、より幅広く課題に対応することができます。生活課題、地

域課題を自分ごととして様々な主体が連携し、それぞれの力を生かしていける社会を目指

します。 
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(4) 第４期計画の特徴 

     

 

 

     

 

 

 

 

ア より身近な地域での基盤づくり、体制づくりの推進 

区役所、区社協、地域ケアプラザの連携による地域への支援については、地区連合町

内会圏域で策定された地区別計画の推進を中心に行われました。一方で、地区連合町内

会の中でも、地域状況に差があるため、住民が取り組む地域の課題は自治会町内会単位

でとらえられ、地域の活動も、自治会町内会を単位として実施されているものもありま

す。 

すでに区社協や地域ケアプラザによる地域活動の支援も自治会町内会圏域が中心に

なりつつあることも踏まえ、より住民に身近な地域で活動を支援できるよう必要な取組

を進めていきます。 

 

イ 人材の確保・育成 

自治会町内会や地域活動における担い手不足はどの地域でも課題となっており、地域

で活躍できる担い手の育成について、継続して取り組んでいく必要があります。人材育

成については、今までも市計画に位置付けてきたところですが、第４期市計画でも、人

材づくりが地域福祉保健の推進における最重要項目の一つであると考え、計画に規定し

ます。支援機関の職員や地域活動者・団体だけでなく、より幅広く市民一人ひとりに焦

点を当て、地域の人材づくりを進めます。 

 

ウ 包括的な支援体制における早期発見・支える仕組みづくり 

日々の生活の中で、自分や家族の力で自分達の身を助けることができるよう自助の力

を高めることは大切ですが、特に社会的に孤立している人や支援を必要とする人にとっ

ては、自助力を上げたり発揮することが難しい場合が多いのが現状です。そのような場

合、地域の人とお互いに支え合いながら自立していくことが重要です。 

この計画では、「支え手」と「受け手」が固定されない誰にも役割がある場や機

会の創出、連携・協働を通じた地域づくりへの主体的な関わり、意識の醸成、地域

住民の地域福祉保健活動への参加を促進するための環境整備、対象を限定せず個別の

課題を地域で受けとめ支援する体制の構築など、地域共生社会づくりに向けた考え

方を、重点項目の方向性や具体的な取組に反映します。 

また、生活困窮等、制度の狭間にある人を含めた社会的孤立の予防に向け、従来の

○ より身近な地域での基盤づくり、体制づくりの推進 

○ 人材の確保・育成 

○ 包括的な支援体制における早期発見・支える仕組みづくり 

○ 多様な主体の連携・協働による地域づくりの推進 

○ 成年後見制度利用促進基本計画及び生活困窮者自立支援方策の一体的策定 
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取組では気づくことが困難な「支援を必要とする人」に気づき、支える仕組みを検討

します。 

    

エ 多様な主体の連携・協働による地域づくりの推進 

地域福祉保健活動の裾野を広げるため、多様な価値観に合わせた選択肢の提案など

を通じて幅広い市民・主体の参加を一層進めます。複雑・多様化する地域の課題に対

応するため、第３期まで推進してきた「幅広い参加」「関係づくり」をさらに進め、地

域住民・組織、施設、企業、学校等、多様な地域に関わる人々が連携・協働して必要

な活動に取り組めるよう支援します。 

また、社会福祉法人については、社会福祉法の改正により今後さらに公益的役割が期

待されています。社会福祉法人が地域貢献を行うために必要な支援について、方向性を具

体的取組として盛り込みます。 

 

オ 成年後見制度利用促進基本計画及び生活困窮者自立支援方策の一体的策定 

成年後見制度利用促進基本計画及び生活困窮者自立支援方策について、横浜市地域福祉

保健計画と一体的に策定を行います。成年後見制度が必要な人や、生活困窮者の把握等が

求められており、地域福祉保健計画の中で取り組む、早期発見・支える仕組みづくりと重

なる取組となるため、一体的な策定を行い、地域福祉保健計画の取組と連携しながら計画

的に推進します。 

なお、生活困窮者自立支援方策の方向性（総論）については、平成 27 年度から支援を

積み重ねてきた生活困窮者自立支援制度の理念の一つである「生活困窮者支援を通じた地

域づくり」を第４期横浜市地域福祉保健計画の推進の柱や重点項目の中に盛り込み、地域

における生活困窮者の早期発見や社会参加の促進を図ります。 
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(5) 市民の皆様とともに取り組んでいくこと 

ア 地域福祉保健の推進に市民参加が求められる背景 

横浜市には、多様な人材と活発な市民の力があります。これまでもこの市民力を生かし

て、市民と市民が、あるいは市民と行政が協力し地域の課題解決に取り組んできました。

今後も市民だけでなく地域にある様々な関係機関や担い手が連携し、住民主体の地域運営

が行われるよう、協働して取組を進めていきます。 

地域の中では、ある場面で支援を受けている人が、別の場面では支援を行うというお互

いさまの関係づくりが、相互理解、地域の安心感、信頼感を高めていきます。それは同時

に、それぞれの生きがいや健康維持にもつながっていくものです。 

しかしながら、近隣との関係の希薄化が進む中では、支えられる側が支える側になると

いう双方向の関係性はなかなか深まるものではありません。まずは、自分や自分の家族に

ついて関心を向け、問題を解決していくことから始めることが重要となります。そして自

分に関心を持つと同時に、近隣の人々や地域についても関心を向け、それぞれができるこ

とを生かして役割を分担・連携し、協働していくことによって、地域福祉保健を推進して

いくことができます。 

例えば、人は誰しも自身の問題や課題を家族などと一緒に乗り越えてきた経験がありま

す。その経験をもとに「他の人はどのように乗り越えるか」「この問題だったら他の人に

アドバイスができる」といった地域を考える契機となることがあります。 

また、家族が少なくなり、自分の家で「地域が交流できるサロンを開いてみたい」とい

った積極的な考えが生まれることがあります。 

そうした考えと地域の課題（地域住民とつながりが薄く、周りと関わりたがらない人が

多い等）とが結びつき課題解決につながることが非常に重要なポイントになり、さらに、

そういった姿を地域で共有することでそれまで関わってこなかった地域住民を巻き込む

きっかけにもなります。これらが重なり合うことで、少しずつ、地域のことを「自分ごと」

として認識していく意識の醸成につながります。 

 

イ 市民の皆様に伝えたいこと 

地域福祉保健を進めていくには、市民一人ひとりが、自助の力を高めていくことが求め

られます。「自助」とは自分や家族ができることを行い、自分の力を発揮し自己決定する

ことで、必ずしも人の助けを借りずに自立することではありません。日頃から隣近所にあ

いさつをする、困ったときには助けを求められる関係を日頃からつくっておくことも、お

互いに支えあいながら生活していくことも自助といえます。 

また、日常生活を送る上では、自分の行いたいことを決定し実行していくことが重要で

すが、その前提として、心身ともに良い健康状態を保つことが重要です。 

困りごとを抱えている人に早期に気づくためには、その人自身が自ら声を 

あげ、課題解決していくことも重要ですが、中には自ら声をあげることが困難な人もいま

す。 
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近隣住民の様子が「何かおかしい、気になる」と感じた人からその人に声をかけ、話を

聞くことなどをきっかけに、深刻化する前の早い段階で課題解決につなげることができ

ます。 

地域をよりよいものとするため、地域の課題を「自分のこと」として、課題の解決に関わ

るとともに、日常的なつながり構築のため、地域活動やボランティア活動等に対する理解を

深め、地域づくりに参画することが期待されます。 

「自分のこと」として認識した地域の課題を、地域住民と一緒に解決に取り組むことで今

まで関心のなかった人が「自分も手伝えることができた」という気持ちに変わり、少しずつ

「何かができるかもしれない」という意識に変わっていきます。こうした積み重ねによる気

づきと学びが地域社会との関わりの一歩となり、地域づくりにつながっていきます。 

一人ひとりが一緒に地域をつくっていくことで、人と人がつながり、お互いに支え合い、

安心して自分らしく健やかに暮らせる社会を目指すことができます。 

 
ウ 行政・社協・地域ケアプラザの役割 

    地域福祉保健の推進にあたり、生活課題や地域課題の解決へ向けたコーディネートの中

心を担います。地域課題が多様化・複合化する中で、連携による取組がますます重要とな

ってきています。 

各組織内部や職種間、事業担当者間の連携を強化し、分野横断的な体制を整えながら、

地域の中で本人に寄り添い、解決に導く個別支援と個別の課題を地域住民等と共有し解決

に向けて取り組む地域支援を連動させ、課題解決へ向けたネットワークづくり、仕組みづ

くり、人材育成等に取り組みます。 

 

エ 行政・社協・地域ケアプラザと市民との関係 

市民と支援機関は、協働する中でお互いに刺激を受けてさらに良い成果を生み出してい

くことが可能となります。 

地域づくりは行政だけで行うことは難しく、また、公的なサービスでは解決が難しい課

題にあっては、市民に協力を求めることもあります。 

行政や支援機関は地域課題解決のため、地区連合町内会及び地区社協等との協働により、

地域住民による主体的な課題解決の取組が進むよう、連携して支援する体制づくりを進め

ます。 

支援機関には、支援を必要としている人への支援だけでなく、地域で起きる様々な

課題解決を特定の人に任せるのではなく、「自分のこと」として受け止めていく地域住民

の意識の醸成や、市民の願いや思いを知り、地域課題に気付き、課題解決につながる

ような支援が求められています。 



第４期横浜市地域福祉保健計画（平成31年度～35年度)の施策展開の方向性について 資料６

１ 横浜市の地域福祉保健を取り巻く状況

２ 地域福祉保健計画の構成
市町村は、社会福祉法第107条に基づき市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとされています。
横浜市では、地域福祉保健計画を、市計画、18区の区計画、地区別計画で構成しており、 市計画は、市域にお

ける地域福祉保健を推進する基本理念と方向性を定めます。
政令指定都市である横浜市の場合、各種福祉保健サービス提供や区民ニーズと地域特性に基づく取組の中心

は区であるため、各区計画を策定し、区の特性に応じた取組を進めています。

人口減少
横浜市の総人口は2019年の373万人をピークに減少に転じ、いわゆる人口減少社会が到来
します。さらに、生産年齢人口はすでに減少が始まっており、将来にわたり減少し続けていく
ことが予想されています。

少子高齢化

・2025年には65歳以上の高齢者人口が97万人に達し、2030年には100万人を突破、2035年に
は110万人になると予測されています。一方、子どもの数は2025年までに７万人の減少が見
込まれています。

・高齢者人口の増加に伴い、2015年に比べ、2025年には要介護認定者数が1.5倍、認知症高
齢者数が1.4倍に増加することが見込まれており、それ以降も支援を要する高齢者は増加す
るものと考えられます。

・横浜市の合計特殊出生率は、ここ数年微増傾向にありますが、全国より低い値であり、出生
数も減少傾向です。依然として少子化の現状は変わっていません。

社会情勢・世
帯構成の変化

・支援を要する高齢者の増加や保険制度改革等により、施設入所や入院による対応は、より重
度の高齢者のみとなり、支援を要する人の生活は地域へ移行していきます。

・一方で、それを支えることが期待される地域社会では、少子高齢・人口減少社会の進展に加
え、単身世帯の増加、家族形態の変容、価値観の多様化、自治会加入率の減少等により、担
い手が不足し、地域で生活を支えていく力は脆弱になることが見込まれます。

複合的な課題
の増加

近隣との関係性の希薄化が課題となっており、社会的孤立や、それを背景とする潜在化・深
刻化した問題を抱えた世帯も地域に存在し、増えていくことが考えられます。こうした地域に
ある問題は高齢者に限らず、中高年ひきこもりと高齢の親という8050問題や、育児と介護の
同時進行を意味するダブルケア、生活困窮、子どもの貧困、ごみ屋敷の増加など、多世代に
渡る複合的な課題が増えてきています。 ４ 第４期市計画の方向性

(1) より身近な地域での基盤づくり、体制づくりの推進
区役所、区社協、地域ケアプラザの連携による地域への支援については、地区連合町内会圏域で策定された地

区別計画の推進を中心に行われました。一方で、地区連合町内会の中でも、地域状況に差があるため、住民が取
り組む地域の課題は自治会町内会単位で捉えられ、地域の活動も自治会町内会を単位として実施されているもの
もあります。既に区社協 や地域ケアプラザによる地域活動の支援も自治会町内会圏域が中心になりつつあること
も踏まえ、より住民に身近な地域で活動を支援できるよう必要な取組を進めていきます。

(2) 人材の確保・育成

自治会町内会や地域活動における担い手不足はどの地域でも課題となっており、地域で活躍できる担い手の育
成について、継続して取り組んでいく必要があります。人材育成については、今までも市計画に位置付けてきたと
ころですが、第４期市計画でも、人材づくりが地域福祉保健の推進における最重要項目の一つであると考え、計画
に規定します。支援機関の職員や地域活動者・団体だけでなく、より幅広く市民一人ひとりに焦点を当て、地域の
人材づくりを進めます。

(3) 包括的な支援体制における早期発見・支える仕組みづくり

本計画では、「支え手」と「受け手」が固定されない誰にも役割がある場や機会の創出、連携・協働を通じた 地域
づくりへの主体的な関わり、意識の醸成、地域住民の地域福祉保健活動への参加を促進するための環境整備、
対象を限定せず個別の課題を地域で受けとめ支援する体制の構築など、地域共生社会づくりに向けた考え方を、
重点項目の方向性や具体的な取組に反映します。

(4) 多様な主体の連携・協働による地域づくりの推進

地域福祉保健活動の裾野を広げるため、多様な価値観に合わせた選択肢の提案などを通じて幅広い市民・主
体の参加を一層進めます。複雑・多様化する地域の課題に対応するため、第３期まで推進してきた「幅広い参加」
「関係づくり」をさらに進め、地域住民・組織、社会福祉法人、施設、企業、学校等、多様な地域に関わる人々が連
携・協働して必要な活動に取り組めるよう支援します。

(5) 成年後見制度利用促進基本計画及び生活困窮者自立支援方策の一体的策定
成年後見制度利用促進基本計画及び生活困窮者自立支援方策について、横浜市地域福祉保健計画と一体的

に策定を行います。成年後見制度が必要な人や、生活困窮者の把握等が求められており、地域福祉保健計画の
中で取り組む、早期発見・支える仕組みづくりと重なる取組となるため、一体的 な策定を行い、地域福祉保健計画
の取組と連携しながら計画的に推進します。

３ 地域福祉保健計画と福祉保健の分野別計画との関係
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○住民の生活やニーズに近い自治会・町内
会レベルの活動の拡充を支援できるよう必
要な取組を実施します。

○地区連合町内会、地区社会福祉協議会
を支援し、課題に応じた総合的かつ重層
的なネットワークの構築を進めます。

○住民が信頼でつながれるように福祉意識
の醸成に取り組みます。

○区役所、区社協、地域ケアプラザの組織内
及び相互連携を一層強化します。

推進の柱１ 地域福祉保健活動推進の
ための基盤づくり

推進の柱２ 身近な地域で支援が届く
仕組みづくり

推進の柱３ 幅広い市民参加の促進、
多様な主体の連携・協働の推進

○身近な地域ごとに多様な主体と関係機関
の連携・協働による課題の把握から解決ま
での取組が一体的かつ重層的に機能する
仕組みづくりを広げていきます。

○市の成年後見制度利用促進基本計画とし
て位置づけるとともに、権利擁護が必要な
人への取組を推進します。

○健康づくりをきっかけとした地域づくりを進
めます。

○地域でつながる機会や多様な選択肢の提
案などを通じて幅広い市民・主体の参加を
一層進めます。

○社会福祉法人をはじめ、施設、企業、学校
など多様な主体の連携・協働による地域
づくりを進めます。

基本理念と各推進の柱 重点項目と主な取組

１ 地域力(地域の強みを生かした
課題解決力)の向上に向けた支
援の充実

２ 地域福祉保健活動を推進する
関係組織・団体への支援

４ 地域福祉保健活動の推進のた
めの人材育成と環境づくり

３ 誰もがお互いを受け入れ、共に
支えあう意識の啓発と醸成

５ 支援が届く仕組みをつく
り、機能させるための
環境づくり

２ 地域住民と支援機関及
び関係機関の連携・協
働による地域の生活課
題を調整・解決する仕
組みの充実

４ 幅広い住民層が取り組
む地域の健康づくり活
動の充実

３ 身近な地域における権
利擁護の推進

１ 見守り・早期発見の仕
組みづくり

１ 幅広い市民参加の促進 ２ 多様な主体の連携・協働による地域づくり
３ 幅広い市民参加、多様な主体の連携・協働を

促進するための環境づくり

◇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

地区別支援チームとしての地域に対
する役割を一層発揮できるよう支援
します。

◇地域の特性をふまえた地域支援
の促進

より住民の生活に近い地域に出向
いて特性を把握します。地域住民の
活動に寄り添いながら支援し、課題
解決に向けて協働できるよう取組を
進めます。

◇地域福祉保健活動を推進するた
めの地域の人材づくり

市民一人ひとりが、できる範囲で地
域福祉保健活動に継続的に関われ
るよう支援します。

◇地域福祉保健活動に求められる
コーディネート機能の向上

コーディネート力向上のための人材
育成等に取り組みます。

◇活動資源を確保するための支援

地域福祉保健活動の継続・発展・開
発に必要な環境整備を進めます。

◇多様性を理解し、同じ地域の住民
と して受け止められる風土づくり

国籍、年齢、性別、障害など、様々な
立場や背景を踏まえた多様性の理
解を広げます。

◇住民相互が理解・協力し合う気持
ちを育てるためのつながりづくり

地域住民等が、対等で緩やかなつな
がりを持ちながらお互いを理解し、受
け入れ、地域の中でつながることの
大切さを伝えていくため、交流する機
会の創出に取り組みます。

◇地区連合町内会、地区社協等の
ネットワーク・調整機能の拡充

地区連合町内会や地区社協のネット
ワークや調整機能の拡充を支援し、
より住民の生活に近い地域での地域
福祉保健活動が一層充実するよう、
必要な取組を実施します。

◇活動団体のネットワークづくりによ
る地域活動の充実

地区連合町内会や地区社協と、地域
または市域で活動している高齢者、
障害者、子ども・若者等の分野別・
テーマ別の活動団体等との連携を進
めます。

◇見守りの輪を広げる

地域で困りごとを抱えている
人を早期に発見するため、見
守り体制や見守りの意識を広
げるための取組を進めます。

◇気づきをつなぐ、情報共有
の仕組みづくりを進める

困りごとを抱えている人に気
づき、相談窓口につなぎ、地
域と関係機関等が連携して
支援を行う仕組みづくりを進
めます。また、困りごとを抱え
ている人の情報を共有し、取
組につながる仕組みづくりを
進めます。

◇地域の中で地域住民と関
係機関が連携し、支えあう
仕組みづくりを進める

困りごとや生活課題の解決
に向けた、体制づくり・仕組
づくりへの支援に取り組みま
す。

◇地域課題の把握・共有・検
討・解決の仕組みづくりを
進める

支援機関、関係機関と住民
等が課題を共有し、協働して
解決を行う取組を一層推進し
ます。

◇仕組みづくりに活用できる
施策の推進

身近な地域で困難を抱えて
いる人に必要な支援が届く体
制を構築するため、事業や施
策等を推進します。

◇地域とのつながりづくりや
連携を通した健康づくりの
推進

全ての世代の市民が、年齢
や病気の有無に関わらず、そ
れぞれの健康状態に応じて、
運動や食事、睡眠等の生活
習慣を整え、自分自身の健
康づくりに取り組めるように支
援します。また、健康づくりと
地域でのつながりづくりや支
えあい活動を関連させながら
推進していくことで、より多く
の、また幅広い層の人々に健
康づくりの意識の定着をはか
り、活動を広げていきます。

◇身近な地域における権利
擁護の推進

広報等を各専門職団体・関係
機関等と連携し実施します。
また、制度を活用するにあた
り、必要な制度・体制を整備
します。

◇成年後見人等への支援の
推進

専門機関や関係機関等が連
携しながら、きめ細やかな支
援を行う体制を整備します。
また、成年後見制度を必要と
する人に対し、適切な後見人
等候補者を選択できるよう取
組を進めます。

◇地域でつながる機会の拡大

地域住民同士が多様性を理解し、立場や背景を超え
て子どもの頃から切れ目なく地域の中でつながること
ができるよう、これまでの取組を生かしながら、場や
機会を広げていきます。

◇社会参加等につながる多様な選択肢の検討・実施

地域において区役所・区社協・地域ケアプラザが、社
会参加や地域活動への参加などの目的に合わせ、
様々な視点で参加メニューを工夫し、多様な価値観
にあわせた選択肢を検討・提案できるよう支援します。

◇社会福祉法人の地域貢献

社会福祉法の改正により、改めて地域福祉の担い
手として期待される社会福祉法人・施設が、その特
徴や専門性を発揮して地域貢献活動に取り組める
よう支援します。

◇企業、ＮＰＯ、学校との連携強化

複雑化・多様化する地域の課題に対応するために、
企業、NPO、学校等、地域にある様々な主体が住

民・住民組織と連携・協働し、それぞれの強みを最
大限に発揮できるよう支援します。

◇新たな活動の立ち上げや継続するための支援策
の提供

新たな活動の立ち上げや継続的に活動を実施して
いくための支援策を、活用事例等を踏まえて必要な
人に提案します。

計画の基礎となる
共通の考え方

誰もがお互いを認め合い、安心して暮らせる社会を目指します

地域における様々な主体が連携しながら、市民一人ひとりが自らの力を生かせるような社会を目指します。

誰もが地域と関わりながら、お互いに支え合い、健やかに暮らせる社会を目指します。
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第４期横浜市地域福祉保健計画 第１回評価検討会実施結果について 

第４期横浜市地域福祉保健計画の評価方法の確定に向けて、評価検討会を設置し検討を行います。平

成 30 年１月 26 日に実施した第１回の実施結果と今後のスケジュール等について御報告します。 
 
１．概要 

主旨 
第４期横浜市地域福祉保健計画（計画期間：平成 31～35 年度）の評価方法の確

定に向け、評価の方向性や指標等について学識経験者と検討します。 

日程 １月 26 日（金）14:00～16:00 

検討内容 
① 第３期横浜市地域福祉保健計画 評価方法の振り返り 
② 第４期横浜市地域福祉保健計画 評価方法に関する考え方について 

メンバー 

・田髙 悦子（学識経験者・医療） 
・名和田 是彦（学識経験者・コミュニティ） 
・西尾 敦史（学識経験者・福祉） 

検討結果 

※詳細については、 

資料８-２を参照 

・第３期の振り返りを踏まえた、第４期市計画の評価方法の基本的な考え方につい

て、御了承いただきました。 
・具体的な評価方法については、事務局で改めて検討し、第２回で提案いたします。 

 

２．今後のスケジュールについて 

 

実施時期 内容（会議名等） 

平成 

29年度 

１月 26日 
第１回評価検討会：３期計画評価振り返り 

４期計画評価の方向性の検討 

２月 15日 第２回策定・推進委員会：第１回評価検討会の報告 

３月 19日 第２回評価検討会：４期計画評価指標案の検討・決定 

平成 

30年度 

４～５月 

第１回区計画策定指針ワーキング：評価検討部会の検討 

第３回評価検討会：４期計画評価指標の確認 

４期市計画・策定指針への掲載内容の確認 

評価指標のデータ収集依頼：各局、区、市社協、区社協に～31 年３月までのデータ

収集依頼 

６月 パブリックコメント実施 

７月頃 第１回策定・推進委員会：第２，３回評価検討会の報告 

11 月 第４回評価検討会：４期計画評価の確定 

平成 

31年度 
４月 

各局、区、市社協、区社協が収集した評価指標のデータ(現状値)の提出 

評価指標の現状値の確定 

資料８-１ 
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第４期横浜市地域福祉保健計画 評価に関する考え方について 

 
 第 4 期横浜市地域福祉保健計画（以下、市計画）の評価について、以下のような方法で評価を実施したい

と考えております。 
 
１ 今までの評価の振り返り 

（１）第３期市計画  

   中間評価について、事務局で評価の作業をする中で感じた振り返りは以下のとおりです。 
 内           容 
メリット ・定量、定性データの２軸及び参考値で評価したため、多角的な視点で評価ができた。 

デメリット 

・反映する指標を「経年」で確認する設定のため、制度変更等により評価できないものもある 

・総合目標に対する評価を実施したため、評価結果が漠然としており総括的評価となっている 

・多角的な視点で評価ができたものの、何が進んでいて、何ができていないかわかりにくい部

分があった。そのため、評価結果を取組に生かせていない部分があった。 

・評価結果を区計画の推進にどう具体的に生かすかが分かりにくかった。 

・アウトカム、アウトプットの指標（尺度）について、取組ごとに把握できているもの、把握

できていないものがあった。 

 
（２）第３期区計画 

   第３期区地域福祉保健計画策定・推進指針において、市計画とほぼ同様の評価方法を記載し、区計画

の評価に生かしてもらうこととしました。しかし、来年度実施する第３期区計画中間評価に向けた各区

の検討状況をみると、多くの区で評価方法が未定となっています。 
 
（３）その他 

   平成 29 年度 12 月に国から発出された「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」で

は「評価」についても触れられており、その内容にも留意して、第４期市計画の評価方法を検討してい

くことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通知内容 抜粋】 
・地域福祉の推進を具体化する上での個別施策については、地域生活課題に関する調査（いわゆる「ニー

ズ調査」）、必要とされるサービス量の調査、提供されているサービスの点検等により、地域生活課題を踏

まえた支援（サービス）の必要性、緊急性を明らかにした上で、計画の達成状況を住民等に明確に示すた

めにも具体的で計画の達成度の判断が容易に行える目標を示す必要がある。このため可能な限り数値目

標を示すことが望ましいが、地域福祉を推進する施策の中には、数値目標になじまないものもあるため、

定性的な目標設定がなされることがある。しかし、その場合でも計画の目標は具体的であることを旨と

すべきである。 
 
・市町村は、計画の実施状況を毎年定期的に点検することとし、このためには、例えば「計画評価委員

会」のような、計画の進行管理を含む評価体制を確保し、計画策定時点から評価の手法をあらかじめ明ら

かにしておく必要がある。 
 
・評価の際には、相談件数等の定量的な変化やうまく進んでいないことのみに着目するのではなく、「支

援を必要とする者や支援者等、地域住民や関係機関の意識や行動にどれほどの変化を与えたのか、地域

にどれほどの変化を与えたのか、連携がどれほどまでに動くようになったのか等、直接的な成果として

得られてきたものやその広がり（影響）にも着目し、そこを伸ばしていくという視点も重要である。 

資料８－２ 
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２ 第４期市計画評価方法について 

（１）基本的な考え方について 

   第３期市計画の評価方法の振り返り及び国の考え方を踏まえ、以下のような考え方で評価を実施し

たいと考えています。 

  ・評価を通じ、進んでいる部分や、今後はより力を入れて進めた方が良い部分がわかるようにし、計画

の推進に寄与する評価とします。 

  ・設定できる部分には、尺度（ものさし）を設定し、評価する際に活用します。 

  ・市民の意見を聞くため、18 区の区計画策定推進委員会にアンケート等を実施し、アウトカムの指標

をとるようにします。 

 

（２）現時点で確定している内容 

   第４期市計画の評価については、「３つの柱の評価をもって、計画全体の評価とする」としています。 

 

（３）３つの柱の評価方法について 

   第４期計画の構成については、以下のとおりとなっています。柱の中

に重点項目があり、その中に 1-1-1等の取組があります。また、取組の

中に「主な取組」があり、具体的支援策（事業等）が記載されています。 

 

柱の評価方法について、今回の計画の形を踏まえ、事務局案としては

以下の２案を考えています 

  

ア 「柱」の評価 

案１ 案２ 違い 

柱に基づいた重点項目が、事前に

設定した尺度に基づきどれだけ

進んだかを確認し、その進捗具合

を踏まえて評価をします。 

重点項目ごとに設定した評価指

標、アンケートの結果等を踏まえ

て評価をします。 

案１→事前に重点項目の尺度を

決め、それに基づき評価をする。 

案２→第３期とほぼ同様に、量と

質で評価をする。 

  
【イメージ図】 
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 イ 「重点項目」の評価方法 

案１ 案２ 違い 

①重点項目ごとの「目指す姿」をタ

スク、プロセス、パートナーシップ

の視点で考えます。また、それぞれ

の視点ごとに、５年後に「目指す状

態像」を設定します。 

 

②「目指す状態像」にどれだけ近づ

いたかを判断するため、３段階の尺

度（Ｓ、Ａ、Ｂ）※を設定します。 

 

③評価時に取組の評価指標（質的評

価、量的評価（成果・活動指標を含

む）、18 区の区計画策定推進委員会

へのアンケート実施結果）を踏ま

え、市として区計画の推進をどれだ

け支援できたかについて、尺度にあ

てはめて確認し、評価をします。 

※市域での取組と、区計画の推進支

援に関する評価をします。 

①重点項目ごとの目指す姿に対応

する評価指標（＝成果・活動指標）

を設定（網羅的に設定できないの

で、こうした取組が広がれば目指

す姿に近づいたと仮に設定）し、

経年変化を把握します。 

 

②上記の評価指標の集計等を踏ま

え、区役所、区社協、地域ケアプラ

ザ（全区ではなく一部）にヒアリ

ング等を実施し、質的な内容を把

握します。 

 ①、②を踏まえて、柱を評価し

ます。 

※市域での取組を評価します。 

区計画の推進支援に関する評価は

別途行います。 

案１→重点項目ごとに事前に

設定した尺度を使い、評価をす

る。 

 

案２→重点項目ごとに尺度は

設定せず、経年変化によって評

価をする。 

  ※尺度はいったん仮で設定をし、現状値集計した結果を踏まえ、平成 31年度第１回の委員会で見直し、

最終的に確定をします。 

 

【案１:重点項目 柱 3-2「多様な主体の連携・協働による地域づくり」の評価尺度例】  

※プロセス、パートナーシップを合わせることも想定しています。 

尺度 タスク プロセス パートナーシップ 

目
指
す
状
態 

・18区で分野を問わない社会参加や就労体験の

場がある。 

・18区で、多様な主体と連携した取り組みが平

成 31 年度（初年度）より広がっている。 

・場の確保に向けての検討が

進んでいる。 

・多様な主体との連携・協働

の取組が広がるために、住

民・住民組織の参画意識を

高められている。 

・検討の場に、地域の

様々な主体が参画し

ている。 

・分野にとらわれない、

様々な団体との連携

が広がっている。 

Ｓ 

【区 評価】 

18 区で社会参加や

就労体験の場が多様

な主体と連携した取

り組みが進んでいる。 

【市 評価】 

 分野を問わない多様

な主体とのネットワー

クを構築できている。 

ニーズと地域の社会資源と

のマッチング結果をもとに、

具体的取組に向けた検討が進

んでいる。 

分野にとらわれない、

様々な団体が連携し、地

域貢献の検討の場に参

画している。 

Ａ 

９区で社会参加や

就労体験の場が多様

な主体と連携した取

り組みが進んでいる。 

分野を問わない多様

な主体とのネットワー

クを構築するための会

議を実施できている。 

地域のニーズを団体の取組

とマッチングし、内容につい

て共有している。 

 様々な団体の強みを

生かした地域貢献のた

めの検討が進んでいる。 

Ｂ 

６区で社会参加や

就労体験の場が多様

な主体と連携した取

り組みが進んでいる。 

 分野を問わない多様

な主体とのネットワー

クを構築するための会

議の実施に向けた検討

が進んでいる。 

・地域資源を整理できてい

る。 

・地域課題を把握できてい

る。 

・地域に対し、参画の呼びか

けを行っている。 

・地域の様々な団体へ、

連携の呼びかけを行

っている。 

・地域の様々な団体の強

みを把握できている。 
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第３期横浜市地域福祉保健計画に基づき、市と市社協の役割分担を明確化した上で、相互に補完し、連携・役割分担を行いながら、取組を推進しています。

2018/2/15現在

横浜市の取組 横浜市社会福祉協議会の取組

（１）各分野の地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みと地域福祉保健の推進の連
動を見据えた効果的で効率的な仕組みづくり（柱2-2-2）
庁内検討プロジェクトの開催
＜平成29年度＞
　関係区局との庁内検討プロジェクトを実施し、第４期横浜市地域福祉保健計画策
定に向け、各分野（高齢・障害・子ども・生活困窮等）の課題、取組の現状及び各
関連計画等について情報共有を行い、第３期市計画の取組を踏まえた参考としまし
た。また、地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について情報提供及び意見
交換を行いました。
＜平成30年度＞
　引き続き、庁内検討プロジェクトにおいて第４期市計画策定を見据えた情報共
有・調整を行います。また、地域共生社会での横浜市の考え方における、具体的な
取組について検討します。

(１)地域で子どもたちを受けとめ、支えあえるネットワークづくり(柱2-2-1、柱2-2-2)
子どもの居場所づくりサポートモデル事業の実施
＜平成29年度＞
　「子どもたちが安心できる居場所づくり」を通して、地域で子どもたちを受け
とめ、地域と関係機関が連携して支えあえるネットワークを広げるため、横浜市
と協働で「子どもの居場所づくりサポートモデル事業」を実施しました。
　初年度は、地域にある子どもの居場所の実態を把握するため、調査を実施して
状況をとりまとめるとともに、居場所の意義や必要性を周知するためのセミナー
を開催しました。
＜平成30年度＞
　引き続き居場所の必要性の浸透をはかるとともに、区、区社協、地域ケアプラ
ザが地域ぐるみで子どもを支えるネットワークの中で必要な役割を果たせるよう
支援します。

（２）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2-2-1）
身近な地域のつながり・ささえあい活動推進事業の推進
＜平成29年度＞
　各区社協が住民、地域ケアプラザと協働して個別ニーズの把握、解決から地域
課題の把握、解決へ向けた取組が行えるよう支援しました。
　住民と共に個別課題・地域課題の解決に取り組む手法である「住民支えあい
マップ」の実践に向けた研修会を実施しました。また、区社協職員を対象に実践
事例相談会を実施し、現場実践を支援しました。
　個別支援と地域支援を連動させて進める視点や能力を育成するため、新任職員
や地域ケアプラザ職員向けに研修会を実施しました。また、実践の見える化を目
的に実践事例報告書を作成しました。
◆住民支え合いマップ研修　２回
◆実践事例相談会　４回
◆実践事例報告書「個別支援と地域支援の融合Ⅱ（仮）」の作成
＜平成30年度＞
　引き続き各区社協が住民、地域ケアプラザと協働して個別ニーズの把握、解決
から地域課題の把握、解決へ向けた取組が行えるよう支援します。
　また、29年度に作成した実践事例報告書を活用して区社協や地域ケアプラザ職
員向けに研修会を実施し、職員を育成します。

(３)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2-2-1)
食糧支援を通じた個別支援とニーズの把握
＜平成29年度＞
　　生活課題を抱えていながら制度やサービスにつながらない、また利用までに時
間を要する際の支援策のひとつとして、食糧支援の取組を進めました。
　市社協では食品・食材提供を行うNPOとの調整や、あらたな提供体制の検討を実
施しました。
　各区社協では地域住民や企業との連携により食品・食材を得て、生活困窮世帯
への支援や地域での取組に活用するなど、制度の狭間の課題に取り組みました。
＜平成30年度＞
　引き続き食料を通じた支援を行いながら把握した個別課題の解決に向き合い、
個別の課題を地域支援につなげていきます。また支援事例の共有を行い、解決に
向けた支援の方向性を検討します。

（２）地域のつながりを健康づくりに生かす取組の充実（柱2-2-3）
健康キャラバン事業「つながりde健康づくり」普及啓発用リーフレット作成、関係局区職
員、関係機関向け研修の実施
＜平成29年度＞
　普及啓発用リーフレットの区への配布、区主催での地域人材を対象とした研修へ
の講師派遣、局区で作成している市民向け啓発媒体への「つながりde健康づくり」
の掲載等、様々な場面を活用して普及啓発に取り組む体制づくりを行いました。
◆リーフレット配布数（約17,000部）
◆局主催研修　1回(参加計39名）
◆区主催研修　２区 （参加計51名）
＜平成30年度＞
　ソーシャルキャピタルの普及啓発用リーフレットを作成し、地域福祉保健計画推
進事業として、区への普及啓発を推進します。

　　 ※なお、平成30年度の事業実施については、平成30年度予算案が議決されることが前提条件となります。

推
進
の
柱
１

（１）第３期区計画の推進支援（柱1-1-1）
市域での情報共有、研修実施
＜平成29年度＞
　各区計画の推進のため、各区への情報提供や情報交換の機会づくりを進めまし
た。また、新配属職員向け研修の際に計画策定・推進に係る講義を実施。区計画
推進における区社協の役割について理解を深めました。
＜平成30年度＞
  区社協職員が区役所・地域ケアプラザと協働し、区計画の推進や住民が主体と
なった地区別計画の推進支援が行えるよう、区社協管理職会議や計画推進担当者
会議等で進捗状況等の共有を行います。また、各区からの計画推進に関する相談
に対して、市域で情報を集約・提供し、取組を支援します。

(２）現状分析を踏まえた地域支援のあり方の明確化(柱1-1-3)
地域アセスメント・ニーズ把握に関する取組の推進
＜平成29年度＞
　生活支援体制整備事業等を通じて、より身近な地域におけるアセスメントを進
め、地域ごとの状況把握を進めました。
　また、地域の特性に応じた効果的な取組につなげられるよう、区役所や地域ケ
アプラザとともに地域ニーズを把握し、各地区の支援計画を作成して地域支援に
取り組みました。
＜平成30年度＞
　引き続き、各区の取組状況を把握し、地域課題の把握とその解決に向けたより
効果的な取組とできるよう支援します。

（１）第３期区計画の策定・推進支援（柱1-1-1）
区計画策定・推進に向けた情報提供や予算配付等の支援
＜平成29年度＞
　第３期区計画推進に向けて、区への情報提供、区同士による情報共有の機会づく
り、研修を行いました。
◆新任区地域福祉保健計画担当者向け研修　１回
◆区地域福祉保健計画事務局向け研修 　1回
◆区責任職研修（市民局・都市整備局合同）２回
◆区地域福祉保健計画担当者会議　　　　　２回
◆研究発表会（地域福祉保健計画分科会）　１回
◆地域福祉保健計画Ｅ－ＮＥＷＳ配信　　　毎月
＜平成30年度＞
　引き続き、区への情報提供、区同士による情報共有の機会づくり、研修を行い、
第３期区計画推進に向けて支援します。

区地域福祉保健計画事務局向け研修の実施
＜平成29年度＞
　28年度に引き続き、共同事務局である区役所、区社会福祉協議会が、各区の地域
福祉保健計画策定推進の状況や地区別支援チームの体制状況等の課題分析をふま
え、中長期的な視点での推進の方向性や取組内容の検討ができるようになることを
目的とし、「区地域福祉保健計画推進企画マネジメント研修」を実施しました。
＜平成30年度＞
　第３期区計画推進に向けて、区・区社協事務局向けの研修を実施し、区支援を行
います。

地域の見える化(地域分析)や施策・事業展開のための統計データ及び地理空間情報活
用事業の実施【新規】
＜平成30年度＞
　区と局を横断したプロジェクトを設置し、次の項目を実施します。
◆区行政の施策・事業展開及び地域との連携・協働を進めていくうえで必要となる
データ(人口、防災、福祉保健等の様々なデータ)の検討と収集
◆連合・自治会町内会エリアをはじめ様々な設定でのデータ集計
◆データ集計の地域分析と地域分析を理解するための研修実施
◆区におけるデータ活用に向けたガイドラインの策定(30年度については、検討を
実施)

（２）現状分析を踏まえた地域支援のあり方の明確化（柱1-1-3）
地域の見守りネットワーク構築支援事業
＜平成29年度＞
  地域の見守り体制を構築するため、地域主体の見守り活動の活動費を助成すると
ともに、継続的な支援が必要な地区に対して、活動費と拠点の取組に要する費用を
助成しました。
◆助成地区数　９地区
＜平成30年度＞
　各区・市民局等の補助制度が充実してきていることや、平成29年度から開始した
介護予防・日常生活支援総合事業(サービスB、その他生活支援サービス)が、通所
型支援で家賃補助を行うなど、本事業の補助内容と類似していること等から、新規
募集は行いません。また、既存の交付団体について、可能なものは総合事業に移行
します。
◆助成地区数(見込み)　６地区

推
進
の
柱
２

資料９

第３期横浜市地域福祉保健計画の推進に向けて
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横浜市の取組 横浜市社会福祉協議会の取組

（４）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-
5-1）
地域施設間の連携促進を目的とした情報共有会議等の実施
＜平成29年度＞
　地域の課題解決や魅力ある地域づくりを図るために、各区の市民活動支援セン
ター、区社協、地域ケアプラザ、地区センター等、地域活動の支援に関わる施設・
組織において、施設間で情報共有を行う会議の開催等、施設間が連携した取組を進
めました。
＜平成30年度＞
引き続き、地域施設間で情報共有を行う会議の開催等、施設間が連携した取組を進
めます。

（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3-4-3）
企業の社会貢献支援、マッチングシステムの周知
＜平成29年度＞
・子ども食堂への食材提供をはじめとして、企業の資源を活用した貢献活動を推
進し、地域につながる支援を進めました。
・企業向けに社会貢献セミナーを実施するとともに、企業の強みを生かした地域
向けの講座を地域ケアプラザと連携して実施しました。
・よこはま障害者共同受注総合センターと協働し、障害者施設製品（お菓子等）
を企業で販売するなど、企業の社会貢献活動を支援しました。
＜平成30年度＞
　企業の社会貢献支援に引き続き取り組むとともに、より身近な地域における展
開を目指し、区社協向けに企業の社会貢献支援研修を実施します。

推
進
の
柱
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（１）幅広い福祉教育(啓発)の実施（柱3-1-4、柱3-1-5、柱3-2-1）
プログラム集の作成および活用
＜平成29年度＞
  区社協における福祉教育プログラムを活用し、教育委員会との共催による「先
生のための福祉講座」で事例を提供して教員向けの福祉啓発を行いました。
　また、区社協、地域ケアプラザと連携し企業を対象とした福祉啓発講座を実施
しました。
＜平成30年度＞
  学校と地域とのつながりをめざした福祉教育（啓発）を行うとともに地域や企
業向けの啓発に引き続き取り組みます。

（２）地域で取り組む福祉保健活動の推進（柱3-4-1）
よこはま地域福祉フォーラムの開催
＜平成29年度＞
　第３回よこはま地域福祉フォーラムを12月8日（金）に開催しました。
　テーマを「おたがいさまの縁づくり～縁が織りなす支えあい」とし、支えあい
のまちづくりを目指して、地域のなかにあるさまざまな"縁=つながり"のかたちを
考えるとともに、横浜市内で進められている先進的な地域活動事例の発表を行い
ました。【参加者：1,130名】
＜平成30年度＞
　引き続き、第４回よこはま地域福祉フォーラムを実施し、横浜市内で行われて
いるさまざまな地域づくり実践の発表等を行うことで、支えあい活動の活性化を
はかります。

（１）対象層を明確にした市民参加の働きかけに向けた検討（柱3-1、柱3-4）
効果的な普及啓発の取組の検討
＜平成29年度＞
　横浜市職員向けの退職前セミナーで、普及啓発用リーフレット「つながりde健康
づくり」を配布しました。
＜平成30年度＞
　ソーシャルキャピタルの普及啓発用リーフレットを用いて、50代後半を対象に地
域活動への参加を働きかけていくための、市域における普及啓発を推進します。

（４）地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動の推進（柱3-4-5）
社会福祉法人向けアンケート・セミナー等の実施
＜平成29年度＞
　地域貢献活動の取組状況や施設・地域双方のニーズを把握するため、本会会員
の社会福祉法人・施設及び地区社協向けにアンケートを実施しました。集計・分
析結果は、区社協へ提供し、法人・施設、地区社協等と共有します。
　また、法人・施設による地域での取組事例を共有する場の設定や法人向けセミ
ナーの開催など、社会福祉法人・施設の地域貢献活動の推進に向けた取組を進め
ました。
◆アンケート（平成29年９月～12月実施）
　・調査対象：法人・施設1,026、地区社協256
　・回答状況：法人・施設317、地区社協247
◆社会福祉法人支援セミナー　１回
＜平成30年度＞
　取組事例の共有、市域でのセミナーや研修会などを引き続き実施するととも
に、区の状況に応じて法人・施設と地域ニーズのコーディネートの仕組みづくり
を支援していきます。

（２）高齢者の意欲と能力（シニアパワー）が発揮できる場と出番づくり（柱3-3-2）
「地域におけるシニアパワー発揮推進事業」
モデル地区での取組実施、取組調整
＜平成29年度＞
　泉区で、未利用地を活用した畑づくりを通じ、高齢者等の居場所づくり、生きが
いづくり、健康づくりの取組を推進しました。取組が高齢者の心身の健康等に与え
た効果や多世代や地域への波及効果を検証しました。
　また、モデル２地区の取組の結果や他の先行事例等をもとにワーキングを開催
し、地域活動支援者向けの手引書を作成しています。
◆モデル地区：金沢区（27～28年度）
　　　　　　　泉区（28～29年度）

＜平成30年度＞
　手引書を関係局・区、地域ケアプラザ、市・区社協に配布し、周知します。
   また、ソーシャルキャピタルの普及啓発用リーフレットに高齢者の能力発揮と
健康増進の考え方を盛り込み、区への普及啓発を推進します。

（３）地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動の推進（柱3-4-5）
社会福祉法人の地域貢献にかかるコーディネートの仕組みづくり【新規】
＜平成29年度＞
　社会福祉法の改正により一層進められる社会福祉法人の地域貢献について、地域
のニーズと社会福祉法人の強みや経験を生かしたコーディネートの仕組みづくりに
向け、地域貢献活動を推進する場として、地域協議会を実施しました。
＜平成30年度＞
　引き続き、地域協議会の開催等を通じた社会福祉法人が地域貢献活動を実施する
ための支援を、市社会福祉協議会と協働して取り組みます。

推
進
の
柱
２

（４）身近な地域における権利擁護の推進（柱2-3）
成年後見制度利用促進に向けた取組
＜平成29年度＞
　国の成年後見利用促進基本計画の策定を踏まえ、市としての成年後見利用促進基
本計画策定に向けて、分科会３を開催し、各専門職団体、支援関係者、家庭裁判所
等と成年後見制度の促進にかかる課題の確認と対応の方向性を検討しました。
＜平成30年度＞
　成年後見利用促進計画の具体的な取組に向けて、分科会３を開催し、具体的な検
討を進めます。

（５）権利擁護の取組（権利擁護事業、市民後見人養成・活動支援事業、
法人後見事業）（柱2-3）
市民後見人の活動支援、障害者の制度利用促進、各区権利擁護事業の推進
＜平成29年度＞
　28年度に実施した第３期養成課程修了者12名のうち、４月１日に11名が市民後
見人バンクへ登録しました。また、バンク登録者のうち、第２期養成課程までの
未受任者を対象として、モチベーションの維持と後見実務のスキル向上を目的と
する受任準備活動を実施しました。さらに、市民後見人の受任促進に取り組み、
これまでに40人が選任されました（１月末現在：終了者数含む）。
　また、障害のある方の成年後見制度利用促進に必要な、障害理解があり後見業
務を適正に行うことのできる法人の設立を目指し、市内の社会福祉法人に参加を
呼び掛けて法人後見取組み検討会を立ち上げました。
　各区権利擁護事業は、権利擁護ニーズの掘り起こしを進めた結果、契約者数が
1,000人を超えました。
＜平成30年度＞
　市民後見人の受任が進む中、バンク登録者の充足のため、第４期市民後見人養
成課程を全区対象に実施します。また、法人後見取組み検討会での検討を進め、
障害のある方のための法人後見実施について、具体化を図ります。
   各区権利擁護事業は、関係機関や地域住民と連携し、潜在する支援やサービスが必
要な方への早期対応に引き続き取り組みます。

(４)地域福祉保健人材の育成(柱2-2-6)
地域活動リーダーの育成支援、地域ケアプラザコーディネーター共通研修の実施
＜平成29年度＞
　地域活動のリーダーや次期リーダーを対象に、地域福祉活動推進の基礎や実践
に活かすためのスキル習得を目的とした研修を実施しました。また、身近な地域
で研修が開催できるよう、区社協職員向けに研修講師養成プログラムを実施しま
した。
　地区社協活動の充実を目的に「地区社協の手引き」を改訂するとともに、考え
方や視点の浸透を図るため、地区社協及び区社協をはじめとする支援機関向けに
研修を実施しました。
　横浜市とともに整理した地域ケアプラザコーディネーターの人材育成体系・研
修プログラムに基づく研修、新任所長向け研修（スーパービジョン、マネジメン
ト）を実施しました。
＜平成30年度＞
　地域活動リーダーの育成支援は市内ブロック別、区別に実施し、身近な地域で
活動者の人材育成を進めます。また、地域ケアプラザ向けの研修についても引き
続き実施します。
　地区社協活動の充実に向け、「地区社協検討会」を実施し、具体的な取組や課
題の検討を行って、実践へつなげていきます。

（３）地域福祉保健推進のためのコーディネート機能の向上（柱2-2-5、柱2-2-6）
地域ケアプラザ業務連携指針の改定に向けた検討
＜平成29年度＞
　28年度に引き続き「地域ケアプラザ検討会」を実施し、地域ケアプラザの各職種
の役割及び地域ケアプラザ業務における地域ケアプラザ職員間、区、専門機関との
連携について検討しました。
　28年度に横浜市社協とともに整理した、地域ケアプラザコーディネーターの人材
育成体系・研修プログラムに基づく研修、新任所長向け研修(スーパービジョン、
マネジメント）を実施しました。
＜平成30年度＞
　引き続き、地域ケアプラザ職員向け研修等を実施していきます。



大項目 細目１ 細目２ 皆様からの主な意見、修正案

「区役所、区社協、地域ケアプラザの連携による地域への支援については、地区連合町内会
圏域で策定された地区別計画の推進を中心に行われました。一方で、～」を「行われていま
す。」に。

「自治会町内会に加入しない集合住宅も増えており、地域の支援活動を知るきっかけがない市
民もいます。地域福祉保健計画はあらゆる人々が対象であることを伝えるため、多様な方法で
の啓発・周知活動が必要です。」といった文章を付け足せたら、御検討をお願いします。

「～第４期市計画でも、人材づくりが地域福祉保健の推進における最重要項目の一つであると
考え、計画に規定します。」という表現がありますが、条例規則ではありませんので規定という
表現はそぐわないのでは。適切な表現にしてください。

「～支援機関の職員や地域活動者・団体だけでなく、より幅広く市民一人ひとりに焦点を当て、
地域の人材づくりを進めます。」の部分に、もう少し具体的に団体名を明記してはどうか。
（例：自治会町内会役員・民生委員・老人クラブ・青少年指導員・スポーツ推進員・保健活動推
進員　他　ボランティア活動諸団体　など）

「この計画では、「支え手」と「受け手」が固定されない誰にも役割がある場や機会の創出、連
携・協働を通じた地域づくりへの主体的な関わり、～」について、「固定されない、誰にも」のよう
に読点があったほうが理解しやすいと感じます。

「この計画では、「支え手」と「受け手」が固定されない誰にも役割がある場や機会の創出、連
携・協働を通じた地域づくりへの主体的な関わり、意識の醸成、地域住民の地域福祉保健活動
への参加を促進するための環境整備、～（中略）
また、生活困窮等、制度の狭間にある人を含めた社会的孤立の予防に向け、～（中略）を検討
します。」
文章が長いので、五行目以下を改める。

エ 多様な主
体の連携・協
働による地
域づくりの推
進

「～第３期まで推進してきた「幅広い参加」「関係づくり」をさらに進め、地域住民・組織、施設、
企業等、多様な地域に関わる人々が～」
四行目「施設」の次に「学校」を加える。

オ 成年後見
利用促進基
本計画及び
生活困窮者
自立支援方
策の一体的
策定

平成30年２月10日に研修会を開催しました。
ＮＰＯ法人、区役所、区社協、地域ケアプラザなどが参加し、よい勉強になりました。
・内容：成年後見制度を知ろう～地域連携ネットワークを構築して～
・主催：岩間地区社会福祉協議会、共催：ＮＰＯ法人　よこはま成年後見つばさ

目次５_５_
市民の皆
様とともに
取り組んで
いくこと

エ 行政・社
協・地域ケア
プラザと市民
の関係

「(5)市民の皆様とともに取り組んでいくこと」は、全体的に具体的な表現で、とても解りやすく伝
わって来ます。しかし、行政・社協・地域ケアプラザ・市民という中に、医師会が入っていないの
です。ここに「地域ケアプラザと医師会の関係」は必要ではありませんか。

例えば、「市民の医療面での問題に関しては、地域ケアプラザにおいて、各区医師会が運営す
る在宅医療連携拠点と連携しています。また、各地域ケアプラザには、横浜市医師会から推薦
を受けた協力医が配置されており、医療面での助言を行っています。」といったような文章があ
ると、地域包括ケアシステムの医療面での要素が補完されるように感じます。

第４期横浜市地域福祉保健計画素案（案）第１章　事前意見照会での意見一覧

■いただいた御意見については、今後、事務局内で検討を行う予定です。
■策定・推進委員会後も、引き続き意見照会を実施します（～２月23日〆切）

目次５_第４
期市計画
について

目次５_４_
第４期市計
画の特徴

ア より身近
な地域での
基盤づくり、
仕組みづく
り、体制づく
りの推進

イ 人材の確
保・育成

ウ 包括的な
支援体制に
おける早期
発見・支える
仕組みづくり

【当日配付】資料10
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