
地域福祉課で作成した事業報告書（評価票）について、さーくるの受託法人である（福）生活クラブが自己評価を行ったものです。

評価対象 実施基準 評価基準
生活クラブ

自己
評価

評価の理由や根拠
「」…生活クラブから地域福祉課への回答

『』…地域福祉課が補足回答

今後の課題や取り組みの方針
（生活クラブによる自由記述）

委員
評価

①
職員の
適正配置

仕様条件どおりの職
種が配置されており、
配置変更する際に事
前報告を行っている

Ａ：仕様条件どおりの職種が配置されており、配置変更する際に事前
報告ができていた。

Ｂ：仕様条件どおりの職種が配置されているものの、配置変更する際
に事後報告となる場合があった

Ｃ：仕様条件どおりの職種が配置されているものの、配置変更する際
に事後報告となることが半数以上であった

Ｄ：仕様条件どおりの職種が配置されていなかった

令和３年４月～１１月
・配置変更回数「　　」件のうち、
　事前報告が守られていた回数「　　　　」件
・配置変更理由「　配置終了  件、配置　　件、分担変更　　件」

③
時間外の体制整
備

時間外に対応できる
体制が整っている

Ａ：時間外に市へ登録した緊急連絡先に着信を受けた際に、着信に
気付くことができ、緊急対応が十分できている

Ｂ：時間外に市へ登録した緊急連絡先に着信を受けた際に、不在着
信となっても、翌営業日中に折り返しできており、緊急対応ができて
いる

Ｃ：時間外に市へ登録した緊急連絡先に着信を受けた際に、不在着
信となり、翌営業日中に折り返しできなかったことがあった

Ｄ：事務所の固定電話から緊急連絡先への転送設定を失念し、対応
が取れなかったことがあった

・令和３年４月～１１月　午後５時以降又は休日に対応した件数
　休日「　　」件、夜間「　　　」件、
　面談「　　　」件、同行・訪問「　　」件

・令和３年４月～１１月　フェイス出張相談の件数
　「　」件
・その他、時間外対応件数
・緊急連絡先にて対応した場合に、翌営業日に所内で情報共有する方
法について
　「　　　　　　　　　　　　　　　」

④
広報活動・制度周
知

さーくる及び生活困窮
者自立支援制度の周
知をパンフレットや
ホームページ等で
行っている

Ａ：さーくる及び生活困窮者自立支援制度の周知を独自のホーム
ページで行い、かつパンフレットの配布方法を独自に工夫している

Ｂ：さーくる及び生活困窮者自立支援制度の周知を独自のホーム
ページで行っているが、パンフレットの配布方法を独自に工夫してい
ない

Ｃ：さーくる及び生活困窮者自立支援制度の周知を独自のホーム
ページで行っていないが、パンフレットの配布方法を独自に工夫して
いる

Ｄ：さーくる及び生活困窮者自立支援制度の周知を独自のホーム
ページで行っておらず、かつパンフレットの配布方法を独自に工夫し
ていない

・令和３年４月～１１月の「広報さーくる」の発行状況
発行回数「 1 」回
発行部数「　」部
配布先「  」

・独自のホームページを開設・運営している　「　　　　」
　⇒いいえの場合、いつまでに行うか　　「　　　　　　　　　」

・パンフレットの配布方法についての独自の工夫
　「　　　　　　　　　　　　」

⑤

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる

令和３年度事業報告書（評価票）

A…４点、Ｂ…３点、Ｃ…２点、Ｄ…１点とし、評価委員の平均評価が２点以下の項目については改善指導を行うものといたします。

項目

⑴
運
営
体
制

②
欠員が発生した
場合の体制確保
の方法

欠員が発生した場合
に仕様条件の期限ど
おり人員補充を行っ
ている

Ａ：欠員が発生しなかった、または欠員が発生した際に期間が１か月
を超えることを想定し、１か月以内に補充人員の配置を行った

Ｂ：欠員が発生し、期間が１か月を超える見込みとなったまたは１か
月を現に超えた場合に、地域福祉課から文書指示を受ける前に速や
かに補充人員の配置を行った

Ｃ：欠員が発生し、期間が１か月を超える見込みとなったまたは１か
月を現に超えた場合に、地域福祉課から文書指示を受けたのち、補
充人員の配置を行った

Ｄ：欠員が発生し、期間が１か月を超える見込みとなったまたは１か
月を現に超えた場合に、地域福祉課から文書指示を受けたが、補充
人員の配置を行えなかった

・令和３年４月～１１月　欠員職種・欠員期間（増員分を含む）
　主任相談支援員「　　」名欠員／１名配置
　相談支援員「　　　」名欠員／７名配置
　就労支援員「　　　」名欠員／１名配置
　住居確保給付金担当「　　　」名欠員／１名配置
　就労準備支援担当「　　　　　」名欠員／２名配置
　家計相談支援員「　　　　」名欠員／１名配置
　事務職員「　　　　」名欠員／２名配置

・地域福祉課からの文書指示回数「　    」回

長期化した新型コロナ流行の影響による
相談体制の工夫等について

（生活クラブによる自由記述）
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地域福祉課で作成した事業報告書（評価票）について、さーくるの受託法人である（福）生活クラブが自己評価を行ったものです。

評価対象 実施基準 評価基準
生活クラブ

自己
評価

評価の理由や根拠
「」…生活クラブから地域福祉課への回答

『』…地域福祉課が補足回答

今後の課題や取り組みの方針
（生活クラブによる自由記述）

委員
評価

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる

令和３年度事業報告書（評価票）

A…４点、Ｂ…３点、Ｃ…２点、Ｄ…１点とし、評価委員の平均評価が２点以下の項目については改善指導を行うものといたします。

項目

⑨

地域関係者（民生
委員、地区社会
福祉協議会、町
会・自治会等）と
の連携について

①地域関係者からつ
ながるケースが月平
均1件以上あった

②地域関係者とさーく
るの職員との間で
は、顔の見える関係
ができている

③地域が持つ社会資
源（地区社会福祉協
議会のサロンなど）を
支援に活用できてい
る

Ａ：①②③いずれもできている

Ｂ：①②③のうち、いずれか２つをできている

Ｃ：①②③のうち、いずれか１つをできている

Ｄ：①②③いずれもできていない

令和３年４月～１１月
・新規相談受付件数（　　　　）件のうち、
地域関係者からつながったケース数（　　）件、
うち、船橋市社会福祉協議会からつながったケース数（　　　）件
　内訳：地区社会福祉協議会の地区名（　　　）

民生委員等の地区名（　地区）

（連携についての代表事例等）

令和３年４月～１１月
・対象者に相談申込書の記載をしてもらうまでにアウトリーチを行った件
数
「　　　　　　」件
（参考：令和２年度1年間の件数　「　　　　　　」件）
・上記アウトリーチが必要となった主な理由
「　　　」など

・利用者宅等への訪問「　　　　」件
　関係機関等への同行「　　　　　」件

（参考：令和２年度1年間の件数
　利用者宅等への訪問「　　　　」件
　関係機関等への同行「　　　」件）

（アウトリーチを行った事例など）

　
⑧

各種関係機関と
の連携

地域の実情把握に努
め、公的機関、福祉
サービス提供事業
者、地域で活動する
各種関係機関、ＮＰＯ
等などと相談者の
ニーズをつなぐという
事業の目的を理解
し、遂行できている

Ａ：仕様条件に定める会議（連絡調整会議、支援調整会議、ケース会
議）以外に、関係機関との関係を深める場を独自に持ち、連携を図
り、相談者の問題解決を行っている

Ｂ：仕様条件に定める会議（連絡調整会議、支援調整会議、ケース
会議）を適切に行い、関係機関と連携を図り、相談者の問題解決を
行っている

Ｃ：仕様条件に定める会議（連絡調整会議、支援調整会議、ケース会
議）を事業計画どおりに実施できていないが、相談員ごとに関係機関
と連携を図り、相談者の問題解決を行っている

Ｄ：仕様条件に定める会議（連絡調整会議、支援調整会議、ケース
会議）を事業計画どおりに実施できておらず、相談員ごとに関係機関
との連携をあまり取らずに、相談者の問題解決を行っている

・仕様条件に定めている会議（連絡調整会議・支援調整会議・ケース会
議）以外に関係機関との関係を深める場、連携の状況について
「地域ケア会議（　　　地区）　」（　　　回）
「　　　　」
「　　　」
「　　　　」

合計「　　　　 」件

令和３年４月～１１月
・地域連絡調整会議開催件数「　」件
　地域連絡調整会議参加団体
「　　　　　　」

/16点

⑵
総
合
相
談
窓
口
事
業
の
実
施
状
況

⑥
チームアプローチ
の重要性

各職員が単独でケー
スにあたるのではな
く、チームで業務にあ
たることの重要性を
理解し、具体的に実
行する方策が講じら
れている

Ａ：単独でケースにあたるのではなく、チームで業務にあたることを職
員全員が理解しており、具体的に実行する工夫が図られている

Ｂ：単独でケースにあたるのではなく、チームで業務にあたることを職
員全員が理解しており、原則守られている

Ｃ：単独でケースにあたるのではなく、チームで業務にあたることを職
員全員が理解しているものの、守られていないことが多い

Ｄ：単独でケースにあたるのではなく、チームで業務にあたることを職
員のほとんどが理解できていない

・チームアプローチが行える具体的な工夫について
今年度、新たに工夫した点があれば

「　　　　」

・現場経験の少ない職員に対するサポート方法について具体的な例等
「　　　　　　」

⑦ アウトリーチ

窓口において相談を
待つだけでなく、必要
に応じ、対象者の課
題の把握や掘り起こ
しに努めている

Ａ：対象者が訪問を希望していない場合であっても、必要に応じて関
係者とともにアウトリーチを実施することで、対象者の生活状況の把
握に努めている

Ｂ：対象者が訪問を希望していない場合には、関係者に訪問の同意
を取り付けてもらったうえでアウトリーチを実施し、対象者の生活状
況の把握に努めている

Ｃ：対象者が訪問を希望していない場合には、関係者からさーくるの
案内をしてもらい、対象者から連絡が来るのを待つ

Ｄ：対象者が訪問を希望していない場合には、関係者にアウトリーチ
できないと伝える

（地域連絡調整会議の実施結果による考察、12月以降の予定等）

（主な連携先の団体名と各団体の概容など）
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地域福祉課で作成した事業報告書（評価票）について、さーくるの受託法人である（福）生活クラブが自己評価を行ったものです。

評価対象 実施基準 評価基準
生活クラブ

自己
評価

評価の理由や根拠
「」…生活クラブから地域福祉課への回答

『』…地域福祉課が補足回答

今後の課題や取り組みの方針
（生活クラブによる自由記述）

委員
評価

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる

令和３年度事業報告書（評価票）

A…４点、Ｂ…３点、Ｃ…２点、Ｄ…１点とし、評価委員の平均評価が２点以下の項目については改善指導を行うものといたします。

項目

⑩
適切な評価・終
結・再プラン

適切な評価・終結・再
プランを行っている

Ａ：相談者の状況が変化した場合には、プラン期間が終わるのを待
たずにモニタリングし、適切な評価・終結・再プランを行っている

Ｂ：プラン期間終了の１か月前にモニタリングし、適切な評価・終結・
再プランを行っている

Ｃ：プラン期間内に適切な評価・終結・再プランができなかったケース
が一部あった

Ｄ：プラン期間内に適切な評価・終結・再プランができなかったケース
が半数以上あった

・令和３年４月～１１月
　評価件数「　　　」件
　内訳：再プラン「　　」件、終結「　　」件
　内訳：プラン期間内に評価・再プランが行われた件数「　　」件、
　　　　　プラン期間内に評価・再プランが行われなかった件数「　　」件

・令和３年４月～１１月　終結件数「　　　　」件のうち、
　連絡がつかない又は支援拒否による終結件数「　　」件

⑪
多様な就労先の
開拓とあっせん

多様な就労先の開拓
とあっせんを行ってい
る

Ａ：相談者が現れる前から、事前に企業開拓を行い、無料職業紹介
事業の登録企業がある程度いる（10社以上／年間）

Ｂ：相談者が現れる前から、事前に企業開拓を行っているものの、無
料職業紹介事業の登録企業は少ない（10社未満／年間）

Ｃ：相談者が実際に相談に来てから、ニーズを把握し企業開拓を行っ
ている

Ｄ：企業開拓をほとんど実施していない

・令和３年４月～１１月　企業開拓数「　　」社
・令和３年４月～１１月　無料職業紹介事業　登録企業数
　「　　」社
・令和３年４月～１１月　無料職業紹介事業利用者数「　　」人

（ハローワーク等との連携や、さーくる主催の説明会等についても記載）

⑫

相談者へのフォ
ローアップ（就労
定着支援、支援
経過の後追いな
ど）

定着支援をしっかり
行っている

Ａ：全ての就職者について、定着支援を行うことができている

Ｂ：全ての就職者について、定着支援のため連絡を取るが、確認が
取れない場合がある

Ｃ：就職者の一部について、定着支援を行っている

Ｄ：就職者について、定着支援を行っていない

・令和３年４月～１１月　就職者数「　　」人
・定着支援実施人数「　　」人
・定着支援実施方法
　訪問「　」人、電話「　」人、メール「　」人、その他「　　　」人
・定着支援を行ったおおむねの時期「　　　　　」

⑭

（生活クラブによる自由記述）

⑶
自
立
相
談
支
援
事
業
の
実
施
状
況

長期化した新型コロナ流行の影響による
就労支援の状況について（前年度との比
較など）

⑬
認定就労訓練事
業の利用

認定就労訓練事業の
利用を効果的に行っ
ている

A：支援付き就労が必要な相談者に対して、独自のホームページや
チラシを用いて認定就労訓練事業の積極的な利用の提案をし、認定
事業所の利用率（利用事業所数／認定事業所数）が7割を超えてい
る

B：支援付き就労が必要な相談者に対して、市のホームページやチラ
シを用いて認定就労訓練事業の積極的な利用の提案を行っている
ものの、別のサービス（障害福祉サービスの就労継続支援A型また
はB型）を活用することが多い

C：支援付き就労が必要な相談者に対して、市のホームページやチラ
シを用いて認定就労訓練事業の積極的な利用の提案を行っておら
ず、別のサービス（障害福祉 サービスの就労継続支援A型またはB
型）を活用することが多い
　
D：支援付き就労が必要な利用者に対して、市のホームページやチラ
シを用いて認定就労訓練事業の積極的な利用の提案を行っておら
ず、別のサービス（障害福祉サービスの就労継続支援A型またはB
型）の活用もあまり行っていない

令和３年４月～１１月
・認定就労訓練事業の利用件数「　　」件
　
・認定就労訓練事業の利用件数が少ない理由
　「　　」

・令和３年１１月末現在、認定就労訓練事業　市内事業所数「８」事業所

・認定事業所の利用件数「　　」件

・支援付き就労が必要な相談者に対して、障害福祉サービスの就労継
続支援A型またはB型につないだ件数「　　」件
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地域福祉課で作成した事業報告書（評価票）について、さーくるの受託法人である（福）生活クラブが自己評価を行ったものです。

評価対象 実施基準 評価基準
生活クラブ

自己
評価

評価の理由や根拠
「」…生活クラブから地域福祉課への回答

『』…地域福祉課が補足回答

今後の課題や取り組みの方針
（生活クラブによる自由記述）

委員
評価

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる

令和３年度事業報告書（評価票）

A…４点、Ｂ…３点、Ｃ…２点、Ｄ…１点とし、評価委員の平均評価が２点以下の項目については改善指導を行うものといたします。

項目

⑸
就
労
準
備
支
援
事
業
の
実
施
状
況

⑯
就労体験先の開
拓

多様な就労体験先の
開拓を行い、利用者
のニーズに合った就
労体験を行えている
か

Ａ：事前に企業開拓を行い、就労体験先の登録を定期的にしてもらっ
ている（１２社以上／年間）

Ｂ：事前に企業開拓を行っているものの、就労体験先の登録は少な
い（１２社未満／年間）

Ｃ：利用者が実際に利用し始めてから、ニーズを把握し企業開拓を
行っている

Ｄ：企業開拓をほとんど実施していない

・令和３年４月～１１月　企業開拓数「　　　　」箇所
・令和３年４月～１１月　就労体験実施事業所数「 　」箇所
・令和３年１１月末時点での就労体験先承諾合計数「　　」箇所
・令和３年１１月末時点で、就労体験後に就労に至った人数「　　」人

・令和３年４月～１１月　就労体験実施人数「　」人
  就労体験延べ回数「　」回
　受け入れをしてもらった就労体験先
「　　　　」「　　　　」「　　　　　」「　　　　」「　　　　」

⑱

家計改善支援事
業の利用を希望
しない相談者へ
の支援

家計改善支援事業の
利用を希望しない相
談者への支援を効果
的に進められている

Ａ：家計状況を語りたがらない相談者に根気よく支援を継続し、２回
目プラン以降に家計改善支援事業の追加ができたことが多い

Ｂ：家計状況を語りたがらない相談者に根気よく支援を継続したもの
の、２回目プラン以降に家計改善支援事業の追加はできなくても、自
立相談支援事業の中で家計支援をできている

Ｃ：家計状況を語りたがらない相談者には家計改善支援事業の利用
を１度勧めただけで、終わらせる

Ｄ：家計状況を語りたがらない相談者には家計支援をあきらめる

・家計改善支援事業を利用せずに、自立相談支援事業の中で支援した
内容
（１回目、２回目以降プランを問わず）
「　　　」

そ
の
他

⑲

総計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/64点　　　　　　　　　　　　

⑷
住
居
確
保
給
付
事
業
の
実
施
状
況

⑮
住居確保給付金
臨時窓口との連
携について

住居確保給付事業の
利用者に対して適切
な支援を行っている
か

Ａ：住居確保給付金の利用希望者ほぼ全員に対し、状況に応じて制
度についてのわかりやすい説明ができ、住居確保給付金臨時窓口
につなぐことができた

Ｂ：住居確保給付金の利用者のうち、半数以上に対し、状況に応じて
制度についてのわかりやすい説明ができ、住居確保給付金臨時窓
口につなぐことができた

Ｃ：住居確保給付金の利用希望者のうち、半数未満に対し、状況に
応じて制度についてのわかりやすい説明ができ、住居確保給付金臨
時窓口につなぐことができた

Ｄ：住居確保給付金の利用希望者のうち、ほとんどに対し、状況に応
じて制度についてのわかりやすい説明ができず、住居確保給付金臨
時窓口につなぐことができなかった

・令和３年４月～１１月
　常用就職者数「　　　　」人
　　内、さーくるによる支援者数「　　　　」人
　就業機会回復者の内、さーくるによる支援者数「　　　　」人

・就労支援の方法について
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

（住居確保給付金窓口との連携について工夫した点等）

（昨年度、課題点だった事柄について）

⑹
家
計
改
善
支
援
事
業
の
実
施
状
況

⑰
自立相談支援事
業との連携

自立相談支援事業と
連携し、家計改善支
援事業の利用を行っ
ている

Ａ：家計改善支援事業の利用の有無を自立相談支援事業の相談支
援員のみで判断するのではなく、必ず家計相談支援員を交えて方針
を決定している

Ｂ：家計改善支援事業の利用の有無を自立相談支援事業の相談支
援員のみで判断するのではなく、必要に応じて家計相談支援員を交
えて方針を決定している

Ｃ：家計改善支援事業の利用の希望が判明したのち、家計状況の聴
取を自立相談支援員の相談支援員と家計相談支援員が同席し行っ
ている

Ｄ：家計相談支援事業の利用の希望が判明したのち、家計状況の聴
取に自立相談支援事業の相談支援員の同席がない

令和３年４月～１１月
・家計改善支援事業利用件数「　　」件
　・そのうち、家計相談支援員と自立相談支援事業の
　相談支援員が一緒に方針を決定した件数「　　」件
　・評価時に家計状況が改善した件数「　　　」件

・家計改善支援事業を利用しておらず、相談時家計表を作成した件数「
」件

/16点

評価者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

長期化した新型コロナウイルス流行によ
る生活困窮者自立支援事業各事業への
影響について、又は令和2年度と比較し
ての変化について等、特徴的なケースを
いくつかご紹介ください

（生活クラブによる自由記述）
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