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★★ 本日のゴール ★★

「ＯＴＳＵ方式」を参考に
ロジックモデルを活用しようと思う

２ 大津市のロジックモデル・活用事例に触れてみる

１ 大津市のロジックモデル・メイキングに触れてみる

３ 大津市でロジックモデル・アクション編を考えてみる
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０ ちょこっと紹介
（１）滋賀県大津市って・・・

本市の西隣を南北に走る比叡山を挟んで西隣の京都府の
県庁所在地である京都市とは、都道府県庁所在地同士が
隣接している立地。

ＪＲを利用して大津駅から京都駅まで１０分、大阪駅まで
４０分と関西中枢へ近接するとともに、国道１号、名神高速
道路といった幹線道路のほか、ＪＲ琵琶湖線、東海道新幹線
などの高速交通網体系に恵まれている。

本市の年齢３区分の人口構成は、
平成３０年（２０１８年）４月１日現在、
年少人口 （ ０歳～１４歳）１３．９％
生産年齢人口 （１５歳～６４歳）６０．３％
老年人口 （６５歳以上） ２５．８％

うち７５歳以上は１２．３％

【おおつ保健医療プラン２０１９より抜粋】

隣
は
京
都
市

琵琶湖
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342,088

28.5％2025年

人口及び世帯数の推移

年齢3区分別人口の構成割合

146,696

【人口】
2012年に34万人を超え、以降から現在の
2018年まで34万2000人ほどで横ばい
→中長期的には人口減少局面を迎える

【人口構成】
高齢化率は2016年に25％を超え、
2018年は25.8％
→現在の人口構成で推移すると

2025年には28.5％に達する

（人、世帯）

2025年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（2018年推計）

（２）大津市の概況



9

2,924

2,765

8.7％

8.2％

出生数・出生率の年次推移

死亡数・死亡率の年次推移

【死亡数、死亡率】
死亡数は一貫して増加傾向であり、
2016年では出生数を上回っている。
人口動態統計上、死亡率も出生率を
初めて上回っている。
→人口減少局面に転じている

【出生数、出生率】
出生数は2002年をピークに減少傾向
で、減少数は拡大傾向。
人口が今は横ばい傾向なこともあり、
出生率は低下傾向。

（％）

（％）
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●治療中の疾患がない人は、主観的健康観が
非常に高い
●治療中の疾患がある人の「健康である」人の
割合は、心疾患、糖尿病、がん、筋骨格系の
病気があると主観的健康観が低い傾向にある

問8 あなたは現在、健康であると思いますか。(全体
n=1,147 。疾患ありｎ＝626、ただし複数回答)

治療中の疾患の有無
（ n=1,147 ） 治療中の疾患（個別疾患）

（疾患ありｎ＝626、ただし複数回答）18.6 

（３）大津市民の主観的健康観（市民アンケート結果から）



11

（４）大津市がロジックモデルを使った「計画」って・・・

【 計画を取り巻く環境は将来を見据えて大きく変貌 】
■平成２６（2014）年 医療法改正 ⇒ 地域包括ケアシステムを構築することを通じ、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進
■平成２８（2016）年 滋賀県が地域医療構想を策定
■平成３０（2018）年 滋賀県が第７次滋賀県保健医療計画を策定

中核市へ移行平成２１（２００９）年

平成２３（２０１１）年 第１期大津市保健医療基本計画 策定

平成２６（２０１４）年 第２期大津市保健医療基本計画 策定

平成３１（２０１９）年 おおつ保健医療プラン ２０１９ 策定

2025年問題に象徴されるような急速な高齢化の進展など、
保健医療を取り巻く環境は変化し続ける・・・

本市の実情に即した質の高い効率的な保健医療体制の整備を目指す

ア 趣旨
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２０１９年度から２０２４年度
2025年問題となる年度の
直前までのプラン

直面する課題の具体的対応策
及びその確実な進捗

求められるのは
６年間（必要に応じて見直し、滋賀県は３年で中間見直し）

滋賀県の医療計画を見据えつつ策定

いつまでもいきいきと暮らすことのできるまち・大津
～ 健康は自分で・地域で・社会でつくる ～

■総合計画の基本構想に掲げたまちづくりの基本理念を踏まえ、今後のまちづくりにおいて市民、事業者と共に実現を目指す大津
市の将来像である「ひと、自然、歴史の縁で織りなす 住み続けたいまち“大津再生”」の実現を目指し、保健・医療・福祉分野におい
ては、市民一人ひとりが生涯にわたり健康で生き生きと暮らせるまちづくりを推進

■医療需要が増える一方、医療資源には限りがあることを、市民・関係機関・行政の間で共通認識として捉えた上で、市民一人ひと
りが生涯にわたり心身ともに『健康』で『あんしん』して住み慣れた地域で暮らせる社会の実現を目指す

■「地域包括ケアシステム」を深化するとともに、子どもから高齢者まで市民の誰もが将来にわたり大津で暮らし続けることへのあん
しんを支える医療・保健の仕組みづくり
■これらの実現に向け、自助・共助・公助・互助の考え方を踏まえた基本理念

生涯にわたる健康づくりを進めます基本目標１

基本目標２ 安全で快適な生活環境づくりを進めます

基本目標３ 安心して暮らせる医療体制づくりを進めます

充実

拡充

充実

イ 期間

ウ 基本理念
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市民が
いつまでも
生き生きと

暮らすことが
できる

あるべき姿
（基本目標） （基本理念）

分 野

生涯にわたって
健康づくりができる

基本目標１

基本目標２

安全で快適な
生活環境がある

基本目標３

安心して暮らせる
医療体制がある

母子保健

健康づくり

感染症対策

精神保健

医療体制
医療安全

健康危機管理

生活衛生対策

高齢者支援

現

状

・
課

題

取

組

難病支援

エ 施策体系図（概要）
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（５）計画策定体制、プロジェクトチーム

健康保険部長
政策監

保健所長、次長

保健総務課・地域医療戦略室

策定ＰＪＴ

市 長

庁内推進会議

大津市保健所
運営協議会

専門部会
滋賀県

医療政策課

受託業者

地域医療構想
調整会議

大津市議会

分析 課題抽出 課題 解決

地域 の
課題 共有

会議の
運営

調整

意見

説明
合意

設置

説明

理解

連携

協力所属

連
携

【地域保健法】 【医療法】



４月

９月

８月

７月

６月

５月

計画策定PJT発足、専門部会委員選考、庁内推進会議発足、策定方針、委託準備

部内推進会議①

専門部会委員委嘱依頼、委託業者決定

専門部会①

部内推進会議②

地域医療構想 協議

医療福祉推進協議会

部内推進会議③

保健・医療分野に関する市民意向調査
医療機関ヒアリング

調査結果集約、分析
課題の抽出
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9/27
9/10

7/4

8/31

6/5

5/15

（６）おおつ保健医療プラン２０１９策定までの過程

専門部会② 地域医療構想 協議10/31

10/19市長協議 中間報告①

１０月



３月

２月

１月

１２月

１１月

部内推進会議④
医療福祉推進協議会

保健所運営協議会

専門部会③

１１月通常会議 説明

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

市長協議 最終確認

部内推進会議⑤
専門部会④

２月通常会議 説明
保健所運営協議会

地域医療構想 協議

地域医療構想 協議

おおつ保健医療プラン2019 策定
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市長協議 中間報告②

市民満足度調査
（最終ｱｳﾄｶﾑ指標設定）

11/14

11/9

11/20

11/26

1/28

12/13

部内推進会議⑥

1/21

2/62/15

3/12

12/21

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　今後の予定ですが、年末から年明けにかけてパブリックコメントを実施し、年明けに最終案に関して専門部会で御審議いただき、２月通常会議で計画の最終稿を御説明する予定になります。　次のページ を お願いします。



１ メーキングストーリー

大津市の
ロジックモデル・メイキングに

触れてみる
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（１）ロジックモデルでの策定過程（全体像）

時期 月 主な作業内容など

第１Q
５月 既存計画の問題点の認識 と 新計画策定方法の模索

６月 ロジックモデルとの出会い と 活用方法の検討

第２Q

７月 計画策定のストーリー と 現場への浸透の模索

８月 ロジックモデルの基礎講義 と ワークショップの開催

９月 分野別最終目標の決定 と 中間目標の模索

第３Q

１０月 「現状と課題」「取組の総称」の洗い出し と 中間目標ごとの区分け

１１月 分野別最終、中間目標の決定 と 中間アウトカム指標の模索

１２月
アウトフレームの確定
（現状・課題→取組の総称←中間目標←分野別最終目標
最終アウトカム指標の調査（満足度調査）の実施

第４Q

１月 プログラムとアクションの再整理

２月 初期目標、初期アウトカム又はアウトプットの再整理

３月 つながりの総確認 ⇒ ロジックモデルつながる！

19



５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

◇◇ロジックモデル策定過程での負荷度合い（イメージ）◇◇高

低

事務局

担当所属

冊子化する部分の
仕上げに手間取る

冊子化していない
部分の仕上げに

手間取る

20
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（２）第１四半期でのできごと

○ 既存計画の紐解きから開始 → 問題提起
３つの「バラバラ」

○ じゃあ、新計画ではどうしたら解決できるのか？

○ 私たちが、この計画でするべきミッションは？

時期 月 主な作業内容など

第１Q
５月 既存計画の問題点の認識 と 新計画策定方法の模索

６月 ロジックモデルとの出会い と 活用方法の検討

○ 今までは、何故うまくいかなかったのか？

○ 部内推進会議をキックオフ！
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「何か方法ある？」 → 「こんなん、ありますよー」

「へー！ けど、浸透させんと絵に描いた餅や」

「どーする？」 → 「そしたら、研修会しましょ」

「えぇやん！で、誰が説明すんの？」
→ 「いい人、いんで」

「えぇやん！講師頼める？」 → 「聞いてみるわ」

こんな具合で、序盤はトントンと

◇◇ 事務局ウラ事情 ◇◇
～キックオフ後、今後の作戦会議にて～

！

!!

!!!

!!!!

!!!!!
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（３）第２四半期でのできごと

時期 月 主な作業内容など

第２Q

７月 計画策定のストーリー と 現場への浸透の模索

８月 ロジックモデルの基礎講義 と ワークショップの開催

９月 分野別最終目標の決定 と 中間目標の模索

○ 埴岡先生との出会い、打合せ

○ みんなで作り、みんなが意識する「計画」に

○ 「今、していること」を肯定し、
「何のためにしているのか」を考える

○ ワークショップは２部制で開催
⇒ 少しでも多くの人に体験してもらう
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10の基本的用語の解説や、
住民の健康状態や患者の状態が
どう変化したのかを定めるアウトカム（成果）
を最優先で考えるべきであることなど、
医療計画策定のヒントとなる講義

○ 埴岡先生の講義風景
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○ 講義のあと、ワークショップ①（基本施策（分野）ご
とのアウトカムを整理しよう）を実施

模造紙を使って、
最終目標 ⇒ 中間目標 ⇒ 初期目標 の順で
グループワーク、発表
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○ ワークショップ①の風景

５、６人の班に分かれて、
最終→中間→初期の順で、
アウトカム（成果）の視点で
「政策がぶれず、一貫した取組ができる」
「必要の可否がロジックモデルで判断」



◇◇ 事務局ウラ事情 ◇◇
～ワークショップ①を振り返り～

後半編を経て、ロジックモデル完成へ

27

△ 講義を受けたとはいえ、理解度はバラバラ

△ 取り組むテーマ（分野）によって完成度にばらつき

！ 前半編の皆さんの「成果」を整理
⇒ 主語 と 述語 をはっきりさせ、統一的に

！ カオスなロジックは、大胆に整理（具体例は後で）
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○ 振り返りのあと、ワークショップ②（基本施策（分野）
ごとのロジックモデルシートを完成させよう）を実施

模造紙を使って、
グループワークで左（現状・課題）から考え、
一連の流れを確認し、発表
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○ ワークショップ②の風景

【埴岡先生の講評】
「初期アウトカムに基づいた施策を考える
ときに、例えば、形骸化した施策で
本当に効くのか？
『去年やったから』『３年やっているから』
ではなく、本当に効果の出る施策を
考えなければならない。」



◇◇ 事務局ウラ事情 ◇◇
～ワークショップ（後半編）を振り返り～

ここから地道な啓蒙活動（?）へ突入

30

○ 皆さん、何となく「右から追う」ことを一連で体験

△ とりあえず、一連の流れは見えたようだが・・・

△ 「右からのロジック」（目指す姿）と
「左からのロジック」（現実）とのギャップが･･･

？ まだ一例でしかできていない。全部できるのか？
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（４）第３四半期でのできごと

時期 月 主な作業内容など

第３Q

１０月 「現状と課題」「取組の総称」の洗い出し と 中間目標ごとの区分け

１１月 分野別最終、中間目標の決定 と 中間アウトカム指標の模索

１２月
アウトフレームの確定
（現状・課題→取組の総称←中間目標←分野別最終目標
最終アウトカム指標の調査（満足度調査）の実施

○ 講義、ワークショップの学びを活かす

○ １２月にパブリックコメント実施！間に合うぅ～？

○ 所管する所属担当係長を軸に、分野別の
最終、中間目標、中間アウトカム指標を固める

○ 分野別最終アウトカム指標は「市民の満足度」
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◇◇ 事務局ウラ事情 ◇◇
～ワークショップ②を終え、さぁ仕上げ！･･･のはずが～

！ 現場の不満爆発
「こんなん、誰が決めたん（怒）！」
「そら、ええのんは わかるけど・・・」
「あれは、研修だけのことや と思ってた」

△ 現状と課題、施策と活動を書き出してもらったら・・・

△ 右からと左からの波打ち際で・・・

これで できるのか？と焦る 事務局・・・



◎ 絶対に現場を否定しない！
⇒ 「もっと、こうしたらいいのに」 や

「いやいや、今それ？」 といったことはたくさん
ありますが、現場が気付き、考えないと、
何も変わらない「やらされ仕事」に終わる

○ とにかく、傾聴し、話を整理し、現場の意見を尊重
・・・すると、
「コレで、市民の意見を聴こうと思うねん」
「こういう風に整理しようと思うねん」
と前向きな意見がポツポツと・・・
少しずつ現場が「考え、行動する組織」に変化
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○ しかし、これでは全体工程に間に合わんww
現場の変化を尊重しつつ、冊子のプレ完成目指す



分野別最終アウトカム指標の設定
～市民への満足度調査～

34

分野別最終アウトカムに関する
アンケートを実施
⇒ 母集団のグラフ右上への

移動が本プランの目指す方向性

⬛各分野での「満足度」を

５段階で調査

⬛調査結果を１０点満点で

平均値と
標準偏差（ばらつき）の
２軸で見える化

⬛９つの分野を１つの

表にプロットすることで
満足度の高い分野と
低い分野を網羅的に
確認
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（５）第４四半期でのできごと

時期 月 主な作業内容など

第４Q

１月 プログラムとアクションの再整理

２月 初期目標、初期アウトカム又はアウトプットの再整理

３月 つながりの総確認 ⇒ ロジックモデルつながる！

○ とにかく傾聴、現場の意見で計画策定

○ とにかく最終・中間目標は、ブレさせない
初期目標・アウトカムは、変化に対応できるように

○ 今は、初期部分で現場を追い込まない
常に最終・中間目標を確認させ、気づきを促す

○ つながったら、実行計画（アクションプラン）へ
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◇◇ 事務局ウラ事情 ◇◇
～ヤバい！仕上げねば！最後の追い込み!!～

○ 現場は とかく目先のことに 追われてしまう
⇒ これを理解しつつ、時々「遠く」を見させる

○ あえて具体的なことは、冊子に書かない
⇒ 初期アウトカムまで冊子に書いてしまうと、

回りも 現場も 目先のことに 執着してしまう

○ 中間、初期目標の達成に向け、
アクションプラン（実行計画）で進捗管理



２ 作成したロジックモデル

大津市の
ロジックモデル・活用事例に

触れてみる

37



ロジックモデルの基本形

中間アウトカム
Outcome

アウトプット
Output

最終アウトカム
Outcome

アウトカム指標プロセス指標ストラクチャー指標

住民の状態が
よくなっている

サービスが
よくなっている

ヒト・モノ・カネを
投入して活動する

イ
ン

パ
ク

ト
Im

pact

アウトカム

セオリー評価

プロセス評価

インパクト評価

費用対効果評価

評
価

指
標

ロ
ジ
ッ
ク

※埴岡健一氏作成資料より引用
38
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大津市では、ロジックモデルを活用するために、
職員の皆さんに２回のワークショップで
次のようなイメージで作成するように
ナビゲーションしました。

学問的な説明を受けて、「はい、作成ぃ～」と
言って、いきなりできるのか？



最下位野球チームの最終アウトカム

フロント・監督はチームがどういう状況になって
いればよいかを考え行動する。

考えられる候補は・・・・

１ リーグ優勝

２ 市民に愛される

３ 地域の活性化に

貢献する

みなさんのグループでは、

どのアウトカムを目指すべき？

優勝するのが一番では？

ファンに喜んでもらうプレー
を魅せることが本質では？

野球をする目的って何だろ
う・・

40

ワークショップでのナビゲーション
「最終アウトカムが変わるとどうなるか」の説明



最下位野球チームの最終アウトカムなら・・

リーグ優勝に決まって
るやん？

それ以外に何目指すっ
ちゅうねん？

いやいや、本来あるべ
きは、ファンに愛される
チームとなることです。

このように最終アウトカムを丁寧に
時間をかけて議論してください

自分たちのプレーでみん
なを元気にすることが一
番大事なことでは？

41

ワークショップでのナビゲーション



最下位野球チームの最終アウトカムが
「リーグ優勝」となったなら・・

リーグ優勝のためには
打力アップでしょう？

いやまず、投手力を優先
しないとゲームがつくれな
い？

守りはどうする？

今のチームはリーグで
最小の失策数だからあ
えてテコ入れしない？

「リーグ優勝」だと、考えられ
ることはこういうことだけれ
ど・・・

42

ワークショップでのナビゲーション

「最終アウトカムが変わるとどうなるか」の説明



最下位野球チームの最終アウトカムが
「みんなに愛されるチーム」となったなら・・

プレーだけじゃなくて
ファンサービスも大事だ
よねー？

『勝つ試合』づくりも大事だ
けど、『見せ場』づくりも大
事だ！

優勝争いできるように
なって野球を楽しんでも
らうことも目指さないと？

このように『最終アウトカム』が
変わると『何のために野球して
いるか』が大きく変わる！

43

ワークショップでのナビゲーション



最下位野球チームの中間アウトカムが「ファンサービス」、
「見せ場づくり」、「優勝争い」となったなら・・

握手会とかウイニング
ランとかファンとのふれ
あいづくり

『１つ』のチャンス、『１つ』
のピンチのときの盛り上げ

選手の役割分担の徹底

このように中間アウトカムに
たどりつくような初期のアウト
カムを出していってください

44

ワークショップでのナビゲーション
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（１）本市の保健医療プランの特徴

№ 項 目
都道府県

（医療計画）
本市

（保健医療プラン）

１ 法的根拠 あり なし

２ 自由度 低い 高い

３ 適用範囲 広域 ・ 網羅的 市域 ・ 細分化

４
作成の
難易度

普通

（ほかの都道府県を模
倣しやすい）

高い ⇔ 低い
（オリジナリティを求めると、
模倣で済まない。一方、手を
抜けば県の計画の抜粋版で
済む）

５
最終ＯＣ
測定指標

多くは既存データを
当てはめ

市民満足度調査で設定
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市民が
いつまでも
生き生きと

暮らすことが
できる

あるべき姿
（基本目標） （基本理念）

分 野

生涯にわたって
健康づくりができる

基本目標１

基本目標２

安全で快適な
生活環境がある

基本目標３

安心して暮らせる
医療体制がある

母子保健

健康づくり

感染症対策

精神保健

医療体制
医療安全

健康危機管理

生活衛生対策

高齢者支援

現状と課題を確認し、
「あるべき姿」から

分野ごとの最終目標
（最終アウトカム）、
取組へ落とし込み

現

状

・
課

題

取

組

難病支援

おおつ保健医療プランの施策体系図（再掲）

１

１

１

１

１

１

１

１

２

３

１０

３

３

４

３

３

５

５

１０３９

４

１０

５

３

３

３

３

９

２

４２

最終OC中間OC総称



大津市でのロジックモデルの整理方法（定義付け）

中間目標
中間アウトカム

Outcome

最終目標
最終アウトカム

Outcome

初期目標
初期アウトカム

Outcome

48

分野別で市民がなって
いるべき状態の総称

市民が受けているべき
サービスの状態

＝分野別最終OCの実
現に向けて市民が「取

組の総称」のサービスを
受けたとき、市民がどう
なっていることを想定し

ているのか

個別施策が
出しているべき効果

「市民」が主語

文末は「～できる」調で揃える文末は「～している」調で

考えていく
ときの順番
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ア 精神保健
⇒ スタート時は、まさにカオス！

しかし、序盤を大胆に整理した結果、
自分たちの取組の測定方法を考案！

イ 医療体制・医療安全（うち、在宅医療部分）
⇒ 在宅医療推進は市長肝入り。

「終わり良ければすべてよし！」人生の最後
に寄り添うべきは何なのかを徹底究明！

（２）本日、紹介する分野
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紹介事例：ア 精神保健

スタート時は、
まさにカオス！

担当職員は、本人とその家族を
複合的に支えていることが影響

あれも これも が 双方に繋げてしまうが、
最終アウトカムは、「本人」と「家族」、「社会」の２本立て

背景

なぜ？

結果、図にすると・・・
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ワークショップ①（最終ＯＣ→中間ＯＣ→初期ＯＣを考える）時点でのロジックモデル

中間目標
中間アウトカム

Outcome

最終目標
最終アウトカム

Outcome

初期目標
初期アウトカム

Outcome

患者本人が病気の改善
ができている。患者本
人が自立した生活がで

きている

家族が健康に
生活できる

社会全体が精神疾患を
受入れることができる

まるで あやとり状態・・・

誰でもどこでも質の高い
サービスを受けることが

できる

いつでも繋がる
電話相談の確保

どこでも市民が誰も孤立
していない

行きやすい
リハビリサロンが増える

住宅を見つけてくれる
ＮＰＯの出現

就職やリハビリができる
ところが増える

精神患者との接点を増やす
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このままでは終わらん・・・という訳で大胆に整理

「現場の思い」をできるだけ生かすこと！

① 分野別最終アウトカムは１つに絞る

② 施策に記載すべき内容が初期アウトカムになっている

③ 一人称（本人）、二人称（家族）、三人称（社会）が
どうなっている状態が望ましいのか、その三位が
「望ましい状態」のとき、どうなっているのか

⇒ これが最終目標で、目指すべき方向性であることを説明。

○ 「大胆な整理」に当たっての注意点

○ 整理すべきポイント
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ワークショップ②以降につながったロジックモデル（精神保健分野）

中間目標
中間アウトカム

Outcome

最終目標
最終アウトカム

Outcome

初期目標
初期アウトカム

Outcome

精神障害者や精神的健
康に課題を抱える者及
び家族並びに地域住民
が、安定した社会生活

を送ることができる

精神保健に関する支援
を受ける本人の状態が

落ち着いている

家族が健康で落ち着い
て生活できている

社会全体が精神疾患を
受入れることができる

精神障害者や精神的健康
に課題を抱える者が精神
保健に関する支援を受け

ている

精神障害者及び精神的健
康に課題を抱える者の家
族が、支援を受けている

精神疾患に関して理解し
ている市民が増えている

精神保健に関する
支援が必要な方が

孤立していない
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○ 「大胆な整理」が産み出した副次的効果

「現場で燻っていた思い」を具現化していくためのツールに

測定指標を自ら開発

計画は
煩わしい存在
（机上の空論）

○ 現場に携わる職員にとって・・・

自分たちの
活動を計る

身近なツール

変 化
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紹介事例：イ 医療体制・医療安全（うち、在宅医療部分）

模範ツール
を参考

（厚生労働省 在宅医療・介護連
携推進事業のＳＰＯ指標など）

現在取り組んで
いる大津モデル

を整理

大津市の
保健医療プランには

医療体制分野に
医療体制整備と

在宅医療に関する
ことを記載

医療計画を単独
で策定している
市町村は少ない
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１

２

３

４

５

６

７

（平成30年（2018年）4月1日現在）

（上段：人数（人） 下段：割合（％））

NO ブロック 人口 0～14歳 65歳以上 （再）75歳～ 学区数

市全体 342,088
47,511 88,412 41,950

36
13.9 25.8 12.3

① 志賀 22,117
2,460 7,184 3,402

4
11.1 32.5 15.4

② 北部 49,332
6,500 12,418 5,485

7
13.2 25.2 11.1

③ 中北部 47,058
6,642 12,663 6,125

5
14.1 26.9 13.0

④ 中部 50,801
6,432 14,354 7,224

6
12.7 28.3 14.2

⑤ 中南部 61,284
8,426 15,742 7,901

4
13.7 25.7 12.9

⑥ 南部 35,481
4,262 10,760 4,862

4
12.0 30.3 13.7

⑦ 東部 76,015
12,789 15,291 6,951

6
16.8 20.1 9.1

大津市の７つの保健福祉ブロック人口構成



●現在の高齢者の在宅療養観として、
長期療養時は自宅以外であっても、
最期のときは自宅で迎えたいと考える方が
一定数存在する

問14-1 あなたは最期をどこで迎えたいと思います
か。(65歳以上のみ、n=458)

57

大津市民の在宅療養観（市民アンケート結果から）
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在宅医療のニーズが増加する中

今後は、後期高齢者の増加が加速するため、

自宅、施設等での看取りに対応できる体制強化が重要。

1つの拠点

3つの拠点

7つの拠点

明日都（保健所・三師会）
【対象地域】 大津市全域

拠点訪問看護ステーション （3か所）

【対象地域】北部・中部・南部

あんしん長寿相談所
すこやか相談所
【対象地域】保健福祉7ブロック

全体総括・拠点事業の方針
決定・情報収集発信

医療介護連携・相談の中核
（特に医療関係者）

市民相談・啓発の中核
医療介護連携・相談の中核
（特に介護関係者）

多職種連携の推進
・多職種連携による医療介護連携ネットワークの強化

市民啓発

拠点訪問看護ステーションによる、
医療介護関係者への相談支援

訪問看護ステーションの
連携強化

 ２４時間の支援体制・在宅
看取りに対する診療所の
対応力強化

在宅医療連携拠点の機能強化

訪問診療体制強化

拠点訪問看護ステーション
（Ｈ30.6～）

７ブロックの多職種による在宅療養を支援
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医療体制・医療安全分野のうち、在宅医療部分のロジックモデル

中間目標
中間アウトカム

Outcome

最終目標
最終アウトカム

Outcome

初期目標
初期アウトカム

Outcome

市民が望んでいる安心
安全な医療を受けること

ができる

市民が状態に応じた医
療を選択することができ

る

市民が在宅（自宅、施
設）療養・看取りを選択

している

【成果指標】
長期療養や看取りに関する希望を
持っている市民の割合

72.5％（2017年度）

【成果指標】
・在宅で看取りを望む人のうち実現できると考える人の割合

6.8％（H29年度） ⇒ 10％（H36年度）
・医療介護機関 関係者が不安に感じる割合

56.7％（H29年度） ⇒ 30％（H36年度）
・訪問看護ステーションの常勤換算看護師数

137人（H30年度） ⇒ 176人（H36年度）
・訪問診療 実施 施設数 8病院、134診療所（H36年度）
・訪問診療 利用者数（国保連）

1,920人/月（病院：188人・診療所：1,732人）（H29年度）
⇒ 2,888人/月（病院 200人・診療所2,814人）（H36年度）
※訪問診療実施施設数

8病院・86診療所（H29年度）
※１施設あたりの訪問診療実施人数

病院：31.3人、診療所：20.1人（H29年度）
・訪問看護利用者数

（滋賀県看護協会調査）
1,830人/月（H29年度） ⇒ 2,145人/月（H36年度）

指標はＳＰＯ指標で、
一貫して市民目線に





３ 今後の実施に向けて

大津市の
ロジックモデル・アクション編を

考えてみる

61
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次は、「絵に描いた餅」にしない仕掛けが必要

何とか かんとか、ロジックモデルを活用して
一貫性のある計画が策定できました！

単なる進捗管理のツールにしない
現場が 最終目標を 常に意識し、考える

「成長する組織」のツールにしたい

（１）アクションプラン（年度計画）の策定に当たって・・・
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常に見える化
しっくりこない

ときはすぐ見直
しできる環境

セミ・クローズな
状態で進捗管理

緊張感をもつ 柔軟性をもつ
両立



（２）２０１９年度アクションプランのスケジュール

時期 月 主な作業内容など

第１Q

４月 ２０１９年度アクションプラン 主要事業 期首ヒアリング

５月

６月

第２Q

７月

８月

９月

第３Q

１０月
保健所運営協議会専門部会へ報告、意見の聴取

２０１９年度アクションプラン 主要事業 中間ヒアリング

１１月

１２月

第４Q

１月

２月

３月 ２０２０年度アクションプラン 策定（前年度の振り返りと微調整）
64

期首の内容に沿って
各所属で
アクションプランを推進

中間ヒアを経て取組を微調整しつつ
各所属でアクションプランを推進
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（３）本市のアクションプランの見方

おおつ保健医療プラン２０１９　　平成３１年度アクションプラン

市民がなっているべき状態（最終アウトカム） 市民が受けているべきサービスの状態（中間アウトカム）

計画策定時 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

１　妊娠１１週以下での妊娠の届出率 目標 → 95.0% → → 95.0% →

実績 94.7%

目標 → 87.0% → → 87.0% →

計画策定時 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 実績 86.5%

8.46 → → → → 目標 → 98.0% → → 98.0% →

1.84 → → → → 実績 98.0%

※　予算、決算は容易に把握可能な範囲で記載しています

　 　 　 　 　

　 　 　

分野１　母子保健

すべての親と子どもが、心身とも健やかに安心して暮らすことがで
きる

１　市民が安心して妊娠できる
２　市民が妊娠から出産、育児期までを安心して過ごすことができる
３　市民が安心して子育てできる

最終アウトカムの指標 中間アウトカムの指標

基本目標１　生涯にわたる健康づくりを進めます　　　

子育てしている保護者とその子どもが心身とも健やかに安心して
暮らしていると感じる割合

数値目標実績（上段：平均点（１０点満点）／下段：標準偏差）
２　出産後の4か月健診で、毎日の生活に不安なく過ご
せている人の割合

３　幼児健診で「子育てに充実感がある」と答えた人の
割合

最終アウトカムの状態を示す定量的な指標を分野ご
とに設けています。

本プランでは、市民の主観を大切にするため、アン
ケート結果を指標に設定しています。

最終アウトカムの指標の測定は、向上することが望
ましいですが、外的要因などもあるので、測定結果
イコール評価ではありません。

評価は、この指標と後述します「中間アウトカム」の
指標、施策の指標の動きや外的要因などを総合的
に見ることで、PDCAサイクルをまわしていきます。

市民がどのような姿になっていることが望ましいの
かを分野ごとに設定し、それを表現したものを分野
ごとの最終アウトカムとしています。本プランでは、
分野ごとに設定した最終アウトカムに向けて基本施
策を推進するものです。

最終アウトカムの指標は２つ
の指標で測定します。

１つ目は平均点で、アンケー
トの選択肢に点数を割り振り、
平均点を計算して記載してい
ます（１０点満点）。

２つ目は標準偏差で、これは
点数のばらつきを表します。
数字が小さいほど点数のば
らつきが少ないことを表しま
す。

なお、アンケートは計画を見
直すタイミング（2020年度、
2023年度）で実施する予定で
す。

最終アウトカムで示した望
ましい市民の姿に近づくた
め、どのようなサービスの
状態であればよいのか示し
たものを中間アウトカムとい
います。最終アウトカムが
分野を統括した抽象的な表
現であるのに対し、中間ア
ウトカムは、やや具体的な
表現を使ってサービスの状
態を表現しています。

中間アウトカムは分野ごと
に「市民が～できる。」という
表現で設定し、その数は２
～４つ程度にまとめていま
す。

本市は、この中間アウトカ
ムの状態を目指して基本施
策を推進することとしていま
す。

中間アウトカムの状態を示す指
標は、なるべくアウトカム指標と
なるように設定しました。

アウトカム指標とは、施策や事
業が対象にもたらした変化を示
すもので、単なる活動の結果で
はなく、その先の成果を計る指
標です。

なるべく毎年度計測できる指標
を設定していますが、毎年度計
測できない指標もあります。

中間アウトカムの測定が前回よ
り改善すれば、最終アウトカム
の指標がそれに関連して改善
するという仮説のもと、施策の
推進に当たります。

a
b
c

a

b

c

d
e

d e
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説明

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取組の総称の成果と中間目標
への効果に関しての自己評価

60,000

12件
（H29年

度）
12件 12件 12件 12件 12件 12件 健康推進課

92,494
792件

（H29年
度）

792件 792件 792件 792件 792件 792件 健康推進課

-
3回

（H29年
度）

3回 3回 3回 3回 3回 3回 健康推進課

210,372
84.5%

（H29年
度）

84.5% 84.5% 84.5% 84.5% 85.0% 85.0% 健康推進課

市民が妊娠
中の健康管
理をしている 妊婦健診受診券利用率

妊婦健診助成券の交付と
検診費用助成

4 管理

相談件数不妊、不育症相談 1 管理

2

・不妊・不育症治療にかかる費
用の一部を助成する

不妊治療を受
けた人の経済
的負担が軽
減している

3

助成件数

啓発活動の継続実施（思
春期対象啓発回数）

不妊、不育症治療費助成 2

3

管理

管理

・健康教育の実施
・HPでの啓発
・妊婦体験ジャケット、赤ちゃん
人形の貸出

若年層の市
民がライフプ
ランについて
知る機会があ
る

No 取　組　の　総　称 施策 平成３１年度　主な活動
上段：予算
下段：決算

（千円）

施策が出してい
るべき効果
（初期アウトカ
ム）

目標指標
（施策の活動結果等）

上段：指標（目標値）　/　下段：実績値　

担当課

　

　
　
　

　 　　　

No No 区分 現状値

　

　

妊娠、出産を支援します1

妊娠適齢期の啓発

1

・不妊・不育症相談を広報、ホー
ムページ、特定・一般医療費助
成の案内等で周知し、相談をす
る

必要とする人
が、不妊・不
育症に関する
相談ができる

4

・健診受診券の交付と健診受診
啓発、費用助成

関連のあるいくつかの施
策をまとめて「取組の総
称」という表現で記載して
います。

取組の総称は中間アウト
カムごとに１～５つ程度
にまとめています。

取組の総称はいくつかの施策
で成り立っています。

また施策は様々な活動（アク
ション）を包含しています。

中間アウトカムの達成を目指し
た初期アウトカムの達成に向け
活動します。

なお、予算、決算は容易に把握
可能な範囲で記載しています。

施策の活動状況を
示す指標です。１つ
の施策に対し、いく
つかの指標が考え
られますが、アク
ションプランでは、
施策の推進を最も
表現している指標を
掲載することにして
います。

区分には「成果」と「管理」
があります。

「成果」は、主な活動に取り
組んだ結果、向上（又は低
下）することが期待されるも
の、「管理」は、数値の上が
り下がりで効果を測るもの
ではないもの、としています。

ｊ

g
f

h ｊgf

h

i

初期アウトカム
は、中間や最終
アウトカムの達
成に向けた様々
な活動がどのよ
うな効果をもた
らすかを表現し
たものです。

i

■ 「指標」は測定するための「ものさし」で、測定が評価ではありません。

■ 主な活動から右側は、最終・中間アウトカムの達成に向け、毎年度見直し、作成していきます。
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★★ 本日の講義の振り返り ★★

「ＯＴＳＵ方式」を参考に
ロジックモデルを活用しようと思う

２ 大津市のロジックモデル・活用事例に触れてみる

１ 大津市のロジックモデル・メイキングに触れてみる

３ 大津市でロジックモデル・アクション編を考えてみる
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