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今月号は「民生委員・児童黍量』の藩動籍繁です

:

一斉改選後の新任民生委員・児童委員、主任児童委員を迎えて
常盤台地区社会福祉協議会会長

田宮 照夫

時 の経 つのは早 い もので、 私 が地 区社協会長 の任 を受 けま して早 くも 1年 が過 ぎよ
うか とい う時期 にきてお ります :そ の 中、各 自治会町内会 の推薦 を頂戴 し、 平成 28年
12月 1日 の一 斉改選後 の 委嘱式 を経て新任 の 民 生 委員 、主任 児童委員 が誕 生 しま した。
この方 々 には、私 ども地 区社協 が推進す る「地域福祉保健計画」 の 中心的 メンバ ー
として、 この計画 の 愛称 「ほつ となまちづ くり」 の推進 に向け、地域のあ らゆる分野
の人たち とともに、多世代が協働 した支 え合 いに取 り組 んでいただきます。
この常盤台地 区で も、平成 28年 4月 か ら、第 3期 の地域福祉保健計画 の地 区別計画 がスタ ー トしてお
りますが、 この策定 にあた っては何度 も検討 を重ね、 この計画 に掲 げた様 々 な取組 を実施 すべ く、私 ど
も地 区社協 が 中心 とな り、地域 の幅広 いつなが りを活か して「福祉 の まちづ くり」を地道 に伝 え始 めて
お ります。
地域 の「福祉保健活動 」が活発である ことは、 この地域 に住 んでいる皆 さんが安心 していきいき と元
気 に暮 らして い くために大切 な ことだ と感 じてお ります。引 き続 き、各 団体 の皆様 におかれま しては、
た ゆまぬ活動 を実 り多 い もの に していただきた く、 ご期待 申 し上 げます。

民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動について
保土ケ谷区役所福祉保健課長

吉富 秀 一

常盤台地 区の皆 さん、 こんにち は。
保土ケ谷 区役所福祉保健課長 の吉富秀 一 (よ しとみ ひでかず )で す。
民生 委員・ 児童委員 は、地域 の方 が抱 える福祉 に関す る様 々な困 りごとをお伺 い し、
そ の解決 に向けて相談者 と一緒 に考 えた り、 区役所 な どの相談窓 口を紹介す るな ど、
社会福祉 の増進 に努 め、 日々活動 して くだ さって い る方 々で す。また、主任 児童委員
は、子 どもや子育て に関す る支援 を専 門に担 当す る民生委員・ 児童委員 で、相談 内容
に応 じて、 行政 、学校 、児童相談所な どと連 携 し、 支援 を行 っていただいています。
民生 委員 は 自治会町内会 をは じめ とす る様 々な方 々 と連携 しなが ら、地域 の一 員 として福祉 を支 え
る大切 な役割 を担 ってお り、地域 での安心な暮 らしを支 えるために欠かせな い存在 で、常盤台地 区で
は高齢者 の方 向けの食事会・ あん じん訪 間、子育 てサ ロン「バ ーム クーヘ ン」 の活動等 を通 じて、地
域 の皆 さんの交流 の活性化 を進めて いただいて ぃ ます。私 ども福祉保健課では、民 生 委員・ 児童委員
の事務局 を担 当 し、その活動 をサ ポー トしてお ります。
地域 の皆 さんには、 ご 自分 の地域 の 民生 委員・ 児童委員 さんの役割 と活動 につい て、 ご理 解・ ご協
力 をいただ きます よ う、 よろ しくお願 いいた します。

平成29年 度常盤台地 区民生委員・児童委員、主任児童委員の紹介
平成 28年 12月 に6名 の新 しい委員が誕生 しました。どうぞよろしくお願 いします。
アンジユの丘自治会

長

地区内外の多くの方 々
と連携を良 <し なが ら、
地域福祉のための活動
に取 り組んでいきたい
と思います 。

田中澄子民生委員

中部自治
牟

会長

赤ちゃんか らお年 寄 り
まで、困りごと・ 相談
ごとがあ りましたら、
一人で悩まず、気軽に
声をかけて <だ さい。

個 々の生活を大切に、暮
らしやすい地域で、健康
に気を付 け、元気で過ご
せるように、活動を続 け
たいと思います。

原正子民生委員

西部自治会

今回委員にな りま した 。
少 しでも皆さまのお役に
立てるように頑 張 ります 。
一緒に明るい街づ <り を
しま しょう。

力0藤 真 由美民生委員

田宮照夫民生委員
コスモ横浜
常盤台公園自治会

北部・住好自治会

初めての大役に身の
ヨ￨き 締まる思いです 。
微力で はあ りますが、
少 しでも皆さまのお
役に立つ よう頑張 り
ます 。

地域の皆さま方のご相
談に、又話 し相手にな
れますよう努めて行き
たいと思います 。どう
ぞよろし<お 願い致 し
ます 。

東部自治会

岡本てる子民生委員

出本祥子民生委員

峰岡三丁目田
]内 会東 新 し<民 生委員にな
りま した 。早 <地 域
の方 々と仲良 <な り
たいと思 つてお りま
す 。よろ し<お 願い
致 します 。

生まれ育ち、お世話
になつている皆さま
の為に、微力ですが
頑張 ります 。よろし
<お 願い致 します 。

荒丼美不□民生委員

森 田恭子民生委員

常盤台地区 地域の皆様のお役にた
てるよう頑張ります 。
毎月第 2本 曜日のバ ー
ムクーヘンにぜひ遊び
に来て <だ さい。

常盤 台地 区

鈴木房子主任児童委員

何分初めての経験なので
色 々ご指導頂 <こ ともあ
ると思いますが一 日も早
<お 役に立てるよう努め
てまいります 。

中本尚子主任児童委員
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あんじん訪間
70歳 以上の高齢者世帯の方 々 が 、住み
慣れた地域で安心 して暮 らし続 けるこ
とがで きるよう、民生 委員や、 シニ ア

3ヽ れあい会食会は、 毎年秋に楽
常盤台地区′
し<賑 やかに100人 規模で開催 。秋満載の
お弁当や、ボランテ イアスタ ッフ手作 りの
クラブ仲間同志が見守る友愛活動員と、 お吸い物・ デザ ー トに舌鼓 。お楽 しみは歌
手の宮内良さん出演で素敵な歌に大いに盛
町内自治会長等が定期的な見守 りや訪
り上が りま した 。
間を行つています
援が必要な場合
*毎 年楽しい演目をご用意しています。
詳し<は
̀支
は地域包括支援セ ンター等につなげま
地域の民生委員にお問い含わせ<だ さい。

す。

平成28年 14月 6ヽれあい会食会の様子

には早 <も お二人様のご来店、31き 続き
お馴染み様も次から次とあっという間に
20人‐
程に :ス タ ッフからの三種盛りおに
ざリサ ービスを笑顔でいただきま〜す
ひだま りに認は尽きません。
1

*こ の日は、祝□でしヽ
つものバン屋さんがお体
みのため、特別におにざりが出ました。

毎月第 4金 曜 日
11時 〜￢
4時 まで
お飲 み物 お菓子 付

:
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バ ーム グ ーヘ ンは、未就 園児とその保護者
の方を対象と して、主任児童 委員が開催 し
ています 。子供たちには同 じ年頃のお友達
との′
3ヽ れあいの場と して、保護者 には情報
交換や楽 しいお しゃべ りの場 とな つていま
す 。季節を感 じるイベ ン トも、子 育てサ ー
クlbの 支援をいただいて実施 しています 。
*毎 月第 2本 曜日に常盤台 コミ ュニテ ィハ ウ
スで朝10時 から12時 まで開催 しています。
尚、イベン トがある日は予約の必要な時もあ
りますので コミ ユニテ ィハ ウスにお問い含わ
せ <だ さい。

常盤台地区には、地域の中央 (横浜国大西門の目の前 !)に 地域ケアプラザがあ ります。

常1盤 台地域ケアプラザ

今後、高齢者も増加 し利用者も増えると思いますが、老いも若きも、年を取つてからの
生活を考えるひとつのきつかけとして、介護保険の利用を考えてみたいと思います。地域
ケアプラザには、介護保険や高齢者福祉等の身近な相談先である 「地域包括支援センター」
慣を、大まかにご紹介
があ りますが、今回は、この介護保険のサービスを受けるための手‖
しましょう。
【1】 まずは、要介護認定を受ける必要があ ります。認定を受けるまでの流れ は次の とお りです。
① ご本人、又はご家族な どが地域ケアプラザ・ 区役所で「要介護認定」の申請を します。
② 区役所職員や委託された調査員が、ご自宅や入院・ 入所先を訪問 し、心身の状況を聞き取る認定調査を行 うとと
もに、介護を必要 とするご本人の主治医が、意見書の作成を行 います。
③ 保健 ・ 医療・福祉の専門家で構成 される、市の 「介護認定審査会」で行 う審査 、判定によ り要介護度の認定が行
われ、これ に基づき、認定結果通知 と介護保険証がご自宅に届き、介護度 (「 要支援 1・

2」

、 「要介護 1〜

5」

、

「非該当」)等 が通知 されます。
【2】 要介護認定を受けると、介護サ ー ビスを受けることが可能 とな ります。ただ し、受けられるサ ービスは介護
度 によ り利用限度額が異な り、所得 に応 じて 1害 J又 は 2割 の自己負担があ りますのでご注意 ください。
在宅サ ー ビスの利用 (及 び、サ ービス提供事業者 との契約 )を ご希望の場合、次のような手続きが必要です。
① 要支援 1・ 2の 認定を受けた方 :「地域包 括支援セ ンタ ー」に相談 し、介護予防ケアプ ランを作成 します。
② 要介護 1〜 5の 認定を受けた方 :ご本人・ ご家族でケアマネジヤーを選び、相談のうえケアプランを作成 します。
※ 施設入所を希望する場合は、希望する施設にて、サービス内容や契約内容についての説明を受け、入所を申し込みます。なお、
特別養護老人ホームは、横浜市の場合「申込受付センター」(電 話 :045‑840‑5817)で 相談・申込みを受け付けていますが、入所は、
原則「要介護 3」 以上の方となつていますのでご注意ください。
「総合事業」
「基本チエックリスト」
の対象になる方も、ケアプランを作成してもら
を活用 して
※ 介護認定の更新 の際など1こ 、別に定める

いサービスを受けることができるようになりました。
【3】 介護保険の仕組みやケアマネージャーに関すること、総合事業の内容などについては、
常盤台地域ケアプラザ (代 表 :045‑339日 5701)、 保土ケ谷区役所・高齢障害支援課 (電 話

:

045日 334‑6381)に お問合せください。また、市が発行 し地域ケアプラザ・ 区役所等で無料で

― トベージ」という冊子にも説明が載 つています。こちらもご覧 ください:
配布 している「ノヽ
次回は、介護サービスの内容やその料金についてお伝え しようと思います

!

今回は新体制で取り組みました。内容は、民生委員 =児 童委員が平成28年 12月 から新体制 になったのでその紹介としま
した。そして連載特集 として介護保険を取り上 げました。
「つながり支え合 い、安心していきいきと暮らせるまち」
を目指して。
皆さんのお役 に立つ広報誌 となるよう努力します。

常盤 台地 区社会福祉協議会 広 報部会
編集委員】鈴木房子、相田二郎、田宮照夫
【
編集長】柿沼孝志 【

「ほつとなまちづくり」常盤台地区支援チーム (保 土ケ谷区役所・保 土ケ谷区社会福祉協議会 日
常盤台地域ケアプラザ)
【
協力】

