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『第２期計画素案』意見募集

梅さんプロフィール募集

『まめ通信』紹介

『第２期計画案』意見募集

梅さんプロフィール決定

『地域支えあい事業の手引き』紹介

第２期計画がはじまりました

主な内容 ページ
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オ　　ンオ　　ン

第２期計画の素案への

ご意見を募集しています！！
第２期計画の素案への

ご意見を募集しています！！

　現在、磯子区では、平成23年4月から始まる第２期磯子区
地域福祉保健計画（愛称：「スイッチＯＮ磯子Ⅱ」）を策定して
います。 区民の皆さんと共に計画をつくっていきたいと考
えていますので、素案へのご意見をお聞かせください。

　磯子区地域福祉保健計画の計画案内役
である“梅さん”が

と気合を入れています!
区民の皆さんも“梅さん”と一緒に
計画づくりに参加してみませんか？

　一人ひとりが、 ほんの少しでも力を出し
合えば、世界のどの国も体験したことの
ない高齢社会を、安心して暮らしていける
社会にできるのではないでしょうか。

冊子の配布場所：
区役所、区社会福祉協議会、区内
公共施設、磯子区ホームページ等

ご意見等提出方法：『スイッチＯＮ磯子Ⅱ素案』をお読み
いただき、冊子最終ページの封筒、FAXまたはＥメール
などで磯子区役所までお送りください。

区策定委員会

意見募集①区民の皆さん

地区別計画
策定会議

　区内各所で行われて
いる福祉保健活動を“新鮮な
まま”お届けしています。ぜひ、手にとってご覧くださ
い。 区役所福祉保健課の窓口等で配布しています。
（磯子区ホームページにも掲載）。

意見等提出期限：
「まめ通信の軌跡」
  を発行！！平成２２年７月３１日（土）

　第２期計画の骨子となる部分を「素案」として発表し、広く区民のみなさん
のご意見・ご提案・ご感想を募集して、計画づくりの参考としていきます。

スイッチＯＮ磯子
計画案内役

梅さん

ー磯子区地域福祉保健計画ー

【問合せ】 運営企画係（　 750-2442 　　750-2547）
磯子区社会福祉協議会（　 751-0739 　　751-8608）

Eメール：is-fukuhokeikaku@city.yokohama.jp 

計
画
発
表

計
画
案
発
表締

切

素
案
発
表

第2期計画
スタート

意見
募集②

相互に話し合いの内容を反映

平成22年4月～6月 平成23年1月～3月 4月～7月～9月 10月～12月

意見を反映

特集2 スイッチON磯子スイッチON磯子

合
な
社

スケジュールスケジュール

どうぞ手にとって
ご覧になって
ください！！ 「５年先、そして１５年先を見据えて

 計画をつくっていきます」

年齢・趣味・特技や
口癖など、なんでも
大募集だよ。

すばらしい提案を送ってくれた人には

（30cm）をプレゼント！！
『大きい梅さんぬいぐるみ』

梅さんのプロフィールを募集しています！！
　共通事項と提案内容を
Eメール・FAXで福祉保健課
までお送りください。
10月31日（日）

オ　　ンオ　　ン

ー磯子区地域福祉保健計画ースイッチON磯子スイッチON磯子

【問合せ】 運営企画係（　 750-2442 　　750-2547）

スイッチＯＮ磯子
計画案内役

梅さん

締切

Eメール is-fukuhokeikaku
@city.yokohama.jp 

『スイッチＯＮ磯子まめ通信』を毎月発行しています！！

オ　　ンオ　　ン

ー磯子区地域福祉保健計画ースイッチON磯子スイッチON磯子

【問合せ】 運営企画係（　 750-2442 　　750-2547）

　あちらの自治会でのお年寄りを見守るため
のひと工夫、こちらの町内会での災害時の助
け合いのひと工夫・・・などなど、地域の皆さん
の知恵と頑張る姿を紹介しています！

スイッチＯＮ磯子計画案内役梅さん

配布場所：区役所やホームページ等
（班回覧等をご希望される自治会町内会
へは必要部数をお届けしています）

http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/
fukuho/unei/switchonmame.html
http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/
fukuho/unei/switchonmame.html

■平成22年5月号　『第2期計画素案』意見募集

■平成22年6月号　梅さんプロフィール募集 ■平成22年9月号　『まめ通信』紹介
募集は終了しています

募集は終了しています
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　昨年１０月から検討を進めてきた第２期
磯子区地域福祉保健計画（愛称：「スイッチ
ＯＮ磯子Ⅱ」）は、４月の素案発表に続き、１１
月に計画案を発表しました。

　区役所、区社会福祉協議会、区内公共
　施設で配布中
※磯子区ホームページでも閲覧できます

第２期計画「スイッチＯＮ磯子Ⅱ」の“計画案”への
ご意見を募集しています！！

磯子区地域福祉保健計画磯子区地域福祉保健計画 オ　　ンオ　　ン

スイッチON磯子スイッチON磯子

【問合せ】 運営企画係（　 750-2442 　　750-2547）

スイッチＯＮ磯子計画案内役 梅さん

１２月2７日（月）まで
●

重山さんには“大きい
梅さんぬいぐるみ”を
プレゼントします♪

　合計２６件の応募をいただきありがとう
ございました。どれも素晴らしい提案でした。
　梅さんとよく相談して『重山詩織さん（洋光
台在住）』の提案を中心にプロフィールを決定
しました。

磯子区地域福祉保健計画の案内役の

が

決まりました！！

【問合せ】 運営企画係（　 750-2442 　　750-2547）

スイッチＯＮ磯子
計画案内役

梅さん

梅さんのプロフィール

生年月日
出身地
身長・体重
趣味
特技

平成１８年４月１日
磯子区

３０cm・３kg
人と集い、遊ぶこと

嫌いな言葉好きな言葉
「ひとりぼっち」「人情」

磯子区地域福祉保健計画磯子区地域福祉保健計画 スイッチON磯子スイッチON磯子

みんなを笑顔で
元気にすること

オ ン

磯子区の地域福祉保健計画の開始日です

モチーフは、

もちろん磯子区
の木

「梅」です

【問合せ】 運営企画係（　 750-2442 　　750-2547）

地域福祉保健計画の
案内役
梅さん

磯子区地域福祉保健計画磯子区地域福祉保健計画 スイッチON磯子スイッチON磯子
オ ン

第２期磯子区地域福祉保健計画の共通テーマである

「地域支えあい事業」の
“手引き”をご覧ください。
　地域支えあい事業とは、ひとり暮らし高
齢者や高齢者世帯を対象に“見守り・訪問”
を行ったり、“食事会”を開催するなど、地域
とのつながりづくりを通じて皆さんを支援
する事業です。
　今後ますます進む少子高齢社会を明るく
迎え入れるために、できることから少しず
つ取り組みましょう♪

●区役所、区社会福祉協議会などで配布中
※ホームページでも閲覧できます

■平成23年1月号
　梅さんプロフィール決定

■平成23年4月号
　『地域支えあい事業の手引き』紹介

■平成22年12月号
　『第2期計画案』意見募集

募集は終了しています
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平成12年 平成17年 平成22年

16万5,015人
16万3,525人

16万3,282人

磯子区の人口の推移

ゆるやかな減少傾向
前回との増減率

0.1%減 前回との増減率

0.9%減 前回との増減率

2.1%減

平成22年平成17年平成12年

7万5,000

7万

6万5,000

0

（世帯）

磯子区の世帯数と1世帯あたりの人員数の推移

2 特 集

愛称：スイッチON磯子Ⅱ

計画案内役
「梅さん」

オ ン

【問合せ】 運営企画係（　 750-2442 　　750-2547）
磯子区社会福祉協議会（　 751-0739 　　751-8608）

第2期 磯子区
地域福祉保健計画が
　　　はじまりました！！

地域福祉保健計画って
なんですか？

　地域に暮らす誰もが幸せな生活を送れるように、区
民・地域団体・関係機関・区役所・区社会福祉協議会な
どが力を合わせて、

地域福祉保健計画は
　　なぜ必要なのですか？
　この先、少子高齢化がますます進展することが見込まれています。
このような社会環境の中では、公的サービスや民間サービスが多様に
なったとしても、それだけでは支援が必要な人の生活すべてを支えて
いくことはできません。
　そこで子どもから大人まで、地域のみんなが一緒になって、地域の
身近なところで「高齢者や障害者を支える」「子どもを見守る」といっ
た、地域でしかできない取組が必要になります。

日本の近い将来、
例えば

2025（平成37）年は、
このような状況であると
考えられています。

地域で支えあえる関係をつくること
を目指した計画です。

65歳以上人口が
全人口の30％を超える
高齢化が進んでいます。

戦後のベビーブーム
世代（団塊の世代）が
75歳以上の高齢者に到達します。

年代に関わらず、
一人暮らしや
夫婦のみの世帯が
増えています。

昨年10月に実施した国勢調査の 速報 と過去の結果をみてみると

磯子区でも 人口が減少傾向 にある一方で、世帯数が増えて います。
つまり、１世帯あたりの人数が減って いるのです。

※速報の数値は、横浜市が調査単位区ごとに、人口および世帯数を集計した表に基づいて独自に集計したものです。 
後日、総務省統計局が公表する速報値および確定値と合わない場合があります。

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の
将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」 出典：国立社会保障・人口問題研究所

世帯数
は増加

の傾向

1世帯あたりの人数は減少傾向
6万5,973世帯

7万1,079世帯

2.40人
1世帯あたり

2.48人
1世帯あたり 1世帯あたり

2.30人

5年先、15年先を
見据えて、一緒に
取り組みましょう！

この
ロゴマークが
目印です♪特集 2

ま 区版

0～14歳
1,196万人

15～64歳
7,096万人

65歳以上
3,635万人30.5％

2025年の年代別人口の予測

［男性］ ［女性］

6万8,146世帯

■平成23年5月号　第２期計画がはじまりました
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専門家の対応

平成23（2011）年 5月号 3特 集

このようなまちを目指して、第２期計画を進めるために

　「共通テーマ」をつくりました

家の前を通りかかったときに
ちょっと気にしてみましょう…

所管：福祉保健課、高齢・障害支援課、
　 　 区社会福祉協議会

　民生委員・児童委員や自治会町内会の皆さんによって行われて
いる高齢者の見守り・訪問や昼食会などの活動が、もっと多くの皆
さんによって行われることを期待しています。さらに、区民の皆さ

た意識を持っていただきたいと考えています。

　災害などの非常時に備えて、自分だけで行動することが難しい一人暮らし高齢者や障害の
ある人たちを地域ぐるみで支えていくために、要援護者をサポートする仕組みづくりに地域が
主体的に取り組むことが求められています。

　第２期の磯子区地域福祉保健計画は、第１期計画の実施状況を勘案し、
各地区の共通テーマを設定するなど、計画内容を分かりやすく、実施しや
すくする工夫をしました。
　共通テーマから思い浮かぶのは、その対象として、手を差し伸べる必要
がある高齢者や障害のある方々だと思います。しかし、もう少し広く考える
と、すべての区民に関わる計画だと気づかれると思います。
　例えば、保育園では災害時にどのように幼児を避難させるのかが気にな
ります。また、日頃から子育てに悩みのある親が虐待に走ってしまうなど、社
会のさまざまな分野で懸念が想定されます。

※事前に注意事項をお読みください。
※お一人様、１回限りとなります。
※Ｅメール、携帯メールからの申し込みのみといたします。

　Ｅメール・携帯メールで、氏名、郵便番号・住所、年
代を明記して区役所に申し込んでください。後日、
郵送いたします。

1共　通
テーマ 地域の支えあいの推進

所管：総務課、高齢・障害支援課、
　　　福祉保健課

2共　通
テーマ 災害に備えた要援護者の地域での

サポート体制づくりの推進
共通テーマの他にも、地域ではさまざ
まな福祉保健活動に取り組んでいただ
いています。これからも、地域の実情に
あったかたちで進め
ていきましょう。

区役所、区社会福祉協議会、区内の地域
ケアプラザなどで配布しています。

地域福祉保健計画で目指すまちを
「身近な地域で、さりげなく気配りや
見守りが行われているまち」と考えました

詳しくは計画冊子をご覧ください

は
ら
か
帯
携

梅さんマスコット
プレゼント！！

ホームページでは
計画の策定経過も
ご覧いただけます。
磯子区　スイッチON

第２期磯子区地域福祉保健計画策定委員会 委員長 吉田 修さん

そんなまちを実現するために

何か、変化に気づいたら
まず、ご近所で相談。そして
ためらわずに、少し詳しい人 に
連絡しましょう。

*に

少し詳しい人 に連絡がつけば、専門家の人たちの
ネットワークにつながります

地域ケアプラザ・区役所・
市役所などの公的機関や
各種専門家

民生委員・児童委員、
自治会町内会役員など*

*

is-fukuhokeikaku@city.yokohama.jp

　区内すべての地区の皆さんに
取り組んでいただきたい2つの取
組を「共通テーマ」としました。
　この共通テーマについては、区
役所・区社会福祉協議会が、積極
的に支援していきます。

普通の生活の中で
 できることだね！

郵便受けが
いっぱいに
なっていたな

あのおうち、
ママが気にして
いたな

雨戸は開けて
いるみたいね

通りがかりに
さりげなく
様子をみて…

Aさんの
おうちの電灯が
ついたね

ごみは
ちゃんと出して
いるかしら
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スイッチＯＮ磯子関連資料第３部
オ ン

１ 磯子区地域福祉保健計画関連

平成23年3月発行
第２期磯子区地域福祉保健計画
（平成23年度～27年度）

平成23年10月発行
第２期磯子区地域福祉保健計画　概要版

平成23年3月発行
磯子区地域支えあい事業の手引き

平成22年3月発行
スイッチＯＮ磯子　まめ通信の軌跡
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2 横浜市地域福祉保健計画関連

平成21年4月発行
第２期横浜市地域福祉保健計画
（平成21年度～25年度）

平成21年6月発行
第２期横浜市地域福祉保健計画　概要版

2 横浜市地域福祉保健計画関連

１ 磯子区地域福祉保健計画関連

ご紹介している冊子はホームページからダウンロードできます

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/keikaku/chikihukusikeikaku.html

http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/fukuho/unei/
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