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富 三 地 区 計 画 の原 点

地域福71L保健の基本理念と

その総合目標を考えます

第 3期横浜市地域福祉保健計画より

「総合目標」 ・要点

平成25年9月、第3期横浜市地域福祉

保健計画 (素案)が提示され、パブリック

コメントの募集が行われました。

私たちは、この計画が目指すもの「地

域福祉保健とは何か」について理解し、

現在の「富岡第三地区計画」と照らし

含わせて、私たちの現状についてを者

えました。     _手 ■‐_七 恭△え～私たちが今できること～

誰もが安心して、自分らしく

健やかに 暮らせる町を

「私たち」でつ<ろう

富三地区の取組みより

高齢者が安′bして

楽 し<過ごせる まちづ<り

○ 平常時の見守り 。たすけあい

○ お弁当お届け

○ 楽しい集い

○ 災害時のための見守り

戦後生まれの「団塊の世代」が 75歳以上

(いわゆる後期高齢者 )となるのが2025
年、あわせて少子化、世帯の小規模化が進

行します。支援の必要な高齢者が増え、支

援担い手の害恰 が少なくなることが予想さ

れます。その時代を見据えた上で、いまか

ら健康づくり、仲間づくり、支えあいに視

点を当てて協力しあい、安心して暮らせる

町を「私たち」の手で作り上げていくこと

が望まれます。

「内閣府

富三地区の「高齢者支援活動」

私たちが安lLN」lして地1或 で暮らしていくために、公

的機関だけでなく、地1或 関係者、民生児童委員、

ボランティア等の人々による様々な支援活動が行
われていることをご存じでしょうか。
●お弁当をお届けすることによる見守り活動の実

践は、多<の地1或で取り入れられています。
●支援としてゴミ出しや買物等が行われています。

●「サロン」活動は誰でもが気軽に交流できる場

として徐々に増え、富三地域内で5ヶ 所で行われ

るようになりました。
どの活動をみても、高齢者が「支える側Jと して、

積極的に参加しています。
日常からの見守り・たすけあい活動は、支援/DN必

要になった方にいち早く気付き、的確に支援につ

「人と人のつながり」

の積み重ねを大切に

「自助・共助 。公助」

の組み合わせによる地域づくり

「幅広い住民の参加」

を重視した活力の向上

なげることを可倉旨にします(



～私たちが今できること～

見守り・たすけあい。生活支援

「お弁当配達」 地上或では町内会ごとにお弁

当配達組織を構成し、お弁当を希望する方た

ちの安否確認を兼ねて週2回訪間しています。

「生活支援」 話し相手やゴミ出しなどが主

な支援です。
     餞

‐
富三地区内の生活支援団体

団体・活動名 活動内容 利用料 活動エリア・対象 活動拠点

見
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り

。
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。
生
活
支
援

桜ヶEE

ささえあいの会
駐本σウ手入れ 雪目い移勁 誌相手

●ミ出し′等のま|■

13青 間

300円
内容で変更 桜ヶFr町 内会

桜 ,丘
田子l●会館

富岡北部
一心たすけの会

[高轟さも支濃]'1ヽ 1烙助 ゴミ出し 綺

硫への付添い 8" 』り]相識 [R■
:|,`il〔 シニア●ラ ′ 町ぬ会〕

雫 料
北88町内会

1じ 8[

8r]会館

西富岡

ら、れあいの会

:生 罵支援!話 :´ 相手 相湾t 黄い同
ゴミ出し

1 回 2つ 月 茶誌芸 |●花見 学g芸〕

介護利用券

30曾
250円 西富岡町内会

西富岡
町内会館

西富岡 お弁当

配摩グループ
[島 ,Oζ 支糎〕オ6丼 当1じ 饉け 見守り 無 料

西富岡町内会

西富岡

雪内会館

ひかりが丘町内会
福祉86

ll人館らし高鶴
`へ

a)責 事配り)

【年3回茶罵会 筍
't't)

無 ll
ひかりがFI町内会

ひかりが丘

剛 |力 会館

さつきの会 Jミ 捨て 買い詢 鮎 t/0手 など
有料

内容て変更 富岡第一 第三地区
富岡1也 t・●
クアフラブ

「お弁当配達」 この訪間による見守り

は、手段と目的が明確で、利用する人たち

にとつても自然体であり、長く続けられま

す。 作る人も、配達する人も地域に住む

人が協力しあっています。

富三地区内では、現在お弁当の利用者は約

80名、利用を希望は原貝」65歳以上の高

齢・障がいの方たちとなります。

地域の人々による「いきい木会J お弁当の調理

西富岡お弁当配達グループでは、配達ボランティアの

交流会を開催しています。 普段顔を合わせることの

少ない仲間/Dl、 配達時のお約束ごとを確認し、楽しく

情報交換をしています。

「生活支援」を目的とした活動については、どの町内会も支援者の高齢化のために内容が縮

小されつつあるのが現状です。 庭の革X」 りklD家具移動などの体力仕事は次第に困難となつ

ています。 介護保険の利用で買い物なども可能な時代になり、出来る限り公的サービスの利

用を優先しています。 地域でしかできない支援は何でしょう。 タト掃除、雪かき、ゴミ出

し、電球交換などは向こう三軒両隣の助け含いで出来るでしょう/ON?

_1=:=



～私たちが今できること～

楽しい集い 交流サロン

「たすけあい」を継続的に実施することは、地上或に

とってとても重要なことです。 そのためにも、今か

ら「健康づくり」「仲間づくり」による「人と人のつ

ながり」の積み重ねを大切にした地域づくりが呼びか

けられています。その手段として「サロン」活動が

行われるようになりました。 abat学 4.お
墨 、

，
１
●
，
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桜 ヶ丘フ リーサロン

富三地区内の交流サロン

団体・活動名 活動内容 利用料 活動エリア・対象 活動拠点

交
流
サ
ロ
ン

桜ヶ丘
フリーサロン

毎遍第2・ 第3火 8薔 日1330～
15∞  お茶のみ・お話・肝 脳
トレ・体操 手芸などを実施

無 料 桜 ヶ丘町内会
桜,E田内会館

第ヽ二人81 BI

他 t自 宅門ちm

みんなのサロン
西富岡

毎月第2水 1■日13:30～ 16:00
おしゃべり・映画観賞 (D∨D=著作

権の「05題の無い 1乍 品
'等

100円
お茶お薬子

西富岡町内会
西富団

町内会館

おしゃべリサロン
西部

辱月第1木腱曰13:30～ 15130
富岡駅健歩すぐ商店街の中で開催、
気軽に立ち篭れるお茶飲みサロン

無料
お茶 菓子
100円

エリア 制限なし
となたでも

富岡ф興商店会

三晋情報

センター内

ふらつと茶房
地域共通て集えるサElン

苺月第3水 8覆日1330～ おし,べり
体操・健康請話・折り縦等

無料
お茶・栗子
100円

富岡第三地区
西富筒

81」 lA3会館

せせらぎサロン
だれても参D8で きるサElン   毎月
第 1・ 3木曜日13:30～ 15:30
ポランテイアの演桑等

無料

季節のおや
つ等販売有

エリア 希服 なし
となたても

富岡地域
ケアフラブ
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富三 地 区計 画から

活発な異世代交流と

家族や地域ぐるみのイベント

富三地区5町内会がそれぞれ毎年実施する年末年始の「もちつき大会」は本年度も12月 ・

1月 に実施されました。 町内会館や公園では、男性大人に混じり幼児や子どもたち、そし

て女性陣ももちつきを体En‐ しました。会館内・駐車場 。公園では大勢の人が集まって、賑や

かに交流が深められました。

本第 5号では、現在第 3期横浜市地上或福祉保健計画案が進展するなか、富岡第三地区計画の

原点「高齢者支援」についてのIIP状 を振り返りました。 高齢化が一層進展するなか、見守

り・たすけあい・サロン活2r」 など活発に行われていますが、実情をよ<吟味し、更に充実さ

せる必要が感 じられます。
富岡第三 1検索
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