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今月号は「ほつとなまちづくり」の活動特集です !

常盤台地区における「ほっとなまちづくり」活動について

保土ケ谷区社会福祉協議会 事務局次長 安部 力

保土ケ谷区社会福祉協議会の事務局次長として平成29年4月 に着任しました |

安部 力 (あべ ちから)と 申します。

社会福祉協議会は社会福祉法 第1∞条に位置付ヤ

靴 蟹 酬 協 岬 鼻 繁 鰍 |推進するための団体です。横浜市では市域に横浜市
区域に市内18区にそれぞれ区社会福祉協議会(区社協)が設置されています。

更に任意団体として市内各地区に地区社会福祉協議会(地区社協)が設置
されており、現在、市内256地区に組織されています。

常盤台地区では「いつまでも住み続けたいまち ときわだい」を目指して、住民同士の支え合いや健康
づくりなどの取組、また、地域の特性を活かして横浜国大との交流などに取り組んでいます。

地区社協は協議会という名のとおり、各メンバーや関係機関と話し合うことで、新たな活動
や担い手を生み出し、地域の誰もがその人らしく安心して暮らせるまちづくりを進めています。

近年、少子高齢化の問題だけでなく、子どもの貧困やひきこもりなど多様な課題が浮き彫りになってい

ます。私たち関係機関は地域の皆様の思いを受け止めながら、地区社協や地域の皆様と共に地域の
だれもがいつまでも住み続けたいまちづくりに協力していきます。

「ほっとなまちづ くり」計画  〔2020常 盤台〕
～2020年を目指して常盤台地区は次のような取り組みを進めています～

常盤台地区社会福祉協議会 会長 田宮 照夫

常盤台地区は、常盤台と峰岡町3丁 目の組み合わせで構成されています。
地区の中心に、横浜国立大学のキャンパスと歴史を語る常盤公園など緑豊かな
環境が多く残されています。そこに、相鉄・」R直通線の新駅名「羽沢横浜国大」
駅が、2019年下期には開業予定という、常盤台地区にも変革のチャンスが

巡つてきました。生活環境の変化に対応する取り組みが必要不可欠です。
「ほっとなまちづくり」も、これらを十分意識した計画で4部会をもって、日標の

実現を目指します。

i①支え合う仕組みづくり部会;つながり支え合い、安心していきいきと暮らせる町`ときわだい'を 目指して
圭予定、救命情報カプセル、あんじん訪間、

野協議会、常盤祭へのアンテナショップ出店、

l学生との交流、セミナーや講演会を学びの場として

l③心と体の健康づくり部会;地域での活発な交流により、子供から高齢者まで一緒に取り組んでいます。
|

l④情報発信と共有部会;年2回の広報誌の発行、ホームページで地区や各活動の情報を発信しています
|
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「ほっとなまちづ<り 」の活動紹介

・町戌鰤鶉洸蝙 層燎綺・ jほ と体の瞭康づくり

防犯バ トロール

峰岡三丁目町内会では、昭和 30年頃発足 した

青年消防団が子供会と共に夏と歳末の防犯パ ト

ロールを行つていましたが、平成に入つて消防

団は消滅 し、その後は町内役員等に引き継がれ

ました。現会長中島氏からは年 3回、保土ヶ谷

警察署に警察官の派遣を依頼 して、町内役員と

各班長を含めて 15～ 16名 で東側と西側に分

かれて巡回し、その後会館に戻り現在の事故等

の講話を聞きます。これからも防犯パ トロール

を通 じて町民の安全安心を守 り、皆様の役に立

つ活動を行つていきます。

常盤台わんわんバ トローlb

「Pi Po―WAN(ピ ーポーワン)」

愛犬の散歩時に地元の高齢者の    ダ

方々を見守るボランテイアです。  ff__

曇怪::轟写
し
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となつて頂いています。「オレンジリング&
バッグ」はメンバーのしるしです。実際にケア

プラザに連絡していただき、事なきを得たこと

もあります。ちょつと心配な方に出会つたら、

連絡をお願いしています。愛犬家の皆さん、あ

なたも一員になりませんか?

:~~

お問い含わせ

常盤台地域ケアプ

ラザ包括支援セン

8045-

9-5702

地域支え含いマ ップ

連町防災防犯部会の支え合いマップ作成研

修を常盤台地域ケアプラザで中部自治会と

みどりが丘自治会の合同で行いま した。女

性の参加者が多く、いざという時の頼 りは

やはり女性なのかなと、ふと、そのような

気が しま した。研修では仮の戸建て住宅地

域をモデルにマップを作成 しま したが、早

急に各自治会町内会は生きた情報を基に、

支え合いマップを完成させることが必要で

あると強く感 じました。

救命情報カプセ lb

救急時において、要救護者の詳細な情報が何

より大切です。そのため、支援者 (消防隊員、

救急隊員、警察官等)が必要と判断した場合

に、所定の場所に案内シールが貼つてあれ

ば、冷蔵庫を開けて「救命情報カプセル」を

取り出し、活用します。状況によつて通院し

ていない救急病院に搬送されることもあり

ます。カプセル:こ |ま預金通帳やEM等 |ま入れ

ないでください。4枚の案内シールは、①カ

プセルのキャップ②カプセルの筒の上半部

③冷蔵庫の扉表面④玄関扉の内側にそれぞ

れ貼つてください。救命情報シー トを入れた

カプセルは冷蔵庫の扉側に入れてください。
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「常盤台ワークショップの紹介」

私たち横浜国大建築計画研究室では、常盤台地域ケアプラザの開設を契機

に、地域の人が望む施設づくりと、この地域で老後も安心 して住み続けられ

る町づくりを目指 して、住民と学生による様々な提案づくりや実践を行つて

きました。ケアプラザと連合町内会と共に企画 し、施設建設前の年から年間

3～ 5回程度継続 して開催 し、「常盤台ワークショップ」と呼ばれるように

なりました。毎回、20～ 30名ほどの規模で行つております。最近では「防災マップ」「地域支え合い

マップ」「住民相互助け合いの しくみ」「空き家・空き部屋の活用」など検討 しま した。

横浜国立大学 野本 学

「横浜国大・常盤祭に模擬店を出店 して」
横浜国立大学と常盤台地区連合町内会 (以下連町)と は全く交流 口活動の

場がなく切つ掛けを探つていたところ、常盤祭への参加が適当であると判断 し、

平成 23年の常盤祭に参加 したのが交流の第一歩で した。国大生の父兄 日入学

を目指 している高校生 口掘 り出 し物がないかと物色する地域の人々を対象に、

国大グッズ・バザー品 口仕入れ商品を扱う模擬店を開店 し、年 1回交流を

深めています。今では、国大・連町の交流も多岐にわたり、輪が広がつています。今後も、国大生の若き

力、感性を生か しながら、国大・連町の更なる発展に繋げていきたいと考えています。

北部自治会 橋本 文伸

やまゆりの会
やまゆりの会はノルディックウォーキングを楽しむ仲間の集まりです。

「いつまでもやりたいことを自力でできる、体力と脳力の維持」を目指し

常盤台地域ケアプラザを拠点としてウォーキングを通 じ、草花を愛で、

頬に触れる風で季節の移り変わりを感じ、体と脳に刺激を与えています。

そして、たまにはシラス丼を食べに江ノ島へ、最近では

酒造を見学し、飲食を楽しんだり…なあんてことも。

お問い合わせは常盤台地域ケアプラザまで。
代表 夏目 守宣

健康マージヤン
北部自治会館のお楽 しみ女性麻雀会場では3卓に 12名の皆さんが、真剣

且つ楽 しそうに取 り組んでいました。メンバーはかなり広範囲の自治会に

渡つていま した。活発な自治会交流が行われていることに、改めて女性の

交際力の高さに感服 しました。他の自治会でも健康のための女性麻雀の人気

度が急上昇 していると聞いていますが、男性の雀士も盛 り上がってほ しい限りです。

中部自治会 田宮 照夫

ラジオ体操 (常盤公園)

常盤公園でのラジオ体操が発足 してもう10年近 く続いているようです。

公園内、́上段の遊園地寄 り30名位、下段のサッカー場寄 り10名位の

2か所で毎朝行われています。6時 30分 よりNHKのラジオ体操第 1、 第 2

を楽 しんでいます。参加者約 40名の内、女性の方が圧倒的に多いです。

常盤公園は、区内でも標高の高い所に位置 し、大変眺望の良い公園です。

ラジオ体操は毎日行われていますので、近隣にお住まいの皆さん、

誘い合つて気軽に参加されてはいかがですか ? 東部自治会 鈴木 正美



施 設・サ ー ビ ス 紹 介

施設サービスは公共型では、特別養護老人ホーム (特養 )、 介護老人保健施設 (老健 )、 介

護療養型医療施設 (療養病床)の 3種類の施設があります。特養入所は要介護 3以上で要介護
1・ 2の方は特例入所の制度があ ります。その他の入所 とショー トステイは要介護 1以上で利

用できます。民間型では介護付き有料老人ホーム、グループホーム、住宅型有料老人ホームな

どがあります。

(ア)いろいろな介護施設

① 特別養護老人ホーム (特養):夢 の里、レジデンシャル常盤台

入浴、排泄、食事の介護等 日常生活の世話、機能訓練、健康管理

および療養上の世話を行 う施設です。部屋代、食費、 日常生活費、

理美容代などがかか ります。常盤台地区には 「夢の里J「 レジデン

シャル常盤台Jが あります。入所は要介護 3以上で、終身利用でき

ます。ショー トステイも利用できます。

② 介護老人保健施設 (老健):ス カイ

利用者が 自立 した 日常生活 を営むことができるよう、 日常生活

動作の リハ ビリ等を行いながら、在宅生活復帰を目指す施設です。

在宅生活の復帰を目的 としているため、退所 して家庭での生活が

できるか定期的に検討 します。また病状により入院治療の必要が

認 められ る場合は、適切な医療機関を紹介 します。入所は要介護

1以上で、 3ヶ 月に 1度入所期間の精査があります。 30日 までの

ショー トステイやデイケアサービスもあります。

③ 介護療養型医療施設 :三ツ境病院、横浜鶴ヶ峰病院

療養病床 と老人性認知症疾患療養病棟の 2種類があります。療養

病床は病状が落ち着いたものの専門的な治療が長期的に必要な方

のための長期療養施設です。老人性認知症疾患療養病棟では、認

知症の方に療養上の管理、看護、機能訓練その他の医療サービスが

提供されます。                           ス カ イ

④ 介護付き有料老人ホーム :グラニー保土ケ谷・横浜

介護が必要な方が対象です。介護専用型、混合型の2種類があります。
⑤ 認知症対応共同生活介護 (グループホーム):セ ントケアホーム保土ケ谷

介護保険制度において、数人の認知症高齢者が共同住居に住み、職員と共に日常の家
事を行なう事などで症状の進行を遅らせ、家庭介護の負担を軽くする施設です。

(イ )探すときのポイント

① 入居する種類を決める。
② 希望する条件をきちんと話し合う。立地、介護サービス内容、医療

体制、費用など。
③ 条件に合う施設を比較検討する。介護サービスの内容、経営状況の

見極め (倒産)、 入居期間 (退去、終身等)、 人員体制。
④ 見学や体験入居をする。  ⑤病院との協力体制の確認。
⑥  「ハートページ」、インターネット、ホームページ、ケアプラザ、

区役所、相談所などで十分情報を集めたり、相談をしてください。

◆編集後記◆       相田編集委員

常盤台地区の「ほつとなまちづくり」の活動

を3回にわたつて紹介 してきました。各方面で

展開している活動に積極的に参加 して、地域の

皆さんと交流を図つてはいかがでしょうか。

夢 の 里

レジデンシャル常盤台

西部 自治会 柿沼 孝志

広 報 部 会

編 集 長  柿沼 孝志

編 集 委 員 鈴木房子・田宮照夫

相田二郎 口鈴木正美
協  力 「ほっとなまちづくり」

常盤台地区支援チーム


