
福祉保健課 運営企画係 

Ⅱ 福祉保健課 

１ 運営企画係 

(1) 福祉保健団体に関する事務

民生委員・児童委員に関する委嘱事務等を行います。

民生委員・児童委員は、自治会の推薦で選出され、市の民生委員推薦会等の審議を経て、厚生

労働大臣及び横浜市長から委嘱を受ける行政委嘱委員で、任期は３年です（平成 28年 12月１日 

一斉改選）。委員の中には、児童福祉に関することを専門的に担当する主任児童委員もいます。 

 活動の基本は、自主的に社会奉仕の精神をもって、悩みや困りごとを抱える方、援護を必要と

する方の相談相手となり、問題解決の援助をすることです。 

 また、地域の福祉ニーズをとらえ、行政や関係機関等に伝える役割もあります。 

ア 民生委員・児童委員の設置状況

（平成 30年３月 31日現在）  ＜参考＞横浜市（平成 30年３月 31日現在） 

男 女 
欠

員 
計 

１人当たり平均 

担当世帯数 
定員総数 

１人当たり平均 

担当世帯数 

民生委員・児童委員 51 148 4 203 395 4,169 425 

主任児童委員 1 21 1 23 527 

計 52 169 5 226 4,696 

イ 民生委員・児童委員、主任児童委員の活動 （平成 29年度実績）

(ｱ) 各種相談、支援

＜内容別＞  ＜分野別＞ 

項 目 件 数 項 目 件 数 

在宅福祉 296 (  0) 高齢者に関すること 2,938 (  5) 

日常的な支援 1,350 (   0) 子どもに関すること 975 ( 464) 

子育て・母子保健 520 ( 317) 障害者に関すること 282 (   1) 

子どもの地域生活 209 (  94) その他 681 ( 32) 

子どもの教育・学校生活 205 ( 59) 計 4,876 ( 502) 

健康・保健医療 172 (  6) 

介護保険 140 (  2) 

家族関係 112 (  0) 

生活環境 148 (  0) 

生活費 142 (  0) 

年金・保険 38 (  0) 

仕事 14 (  0) 

住居 60 (  0) 

その他 1,470 ( 24) 

計 4,876 ( 502) 

※カッコ内は、主任児童委員の活動件数で内数
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     (ｲ) 個別業務内容 

 

項 目 件 数 

委員活動日数 30,253 ( 2,464) 

訪問 
回数 

訪問・連絡活動 14,343 (  438) 

その他 11,184 (   50) 

連絡
調整
回数 

委員相互 14,983 (  862) 

その他の関係機関 9,480 (  350) 

地域福祉活動・自主活動 9,926 ( 1,166) 

諸会合・行事への参加 7,129 ( 1,097) 

民児協運営・研修 6,187 (  662) 

調査・実態把握 1,472 (  7) 

要保護児童の発見の通告・仲介 14 (  1) 

証明事務 296 (  6) 

※カッコ内は、主任児童委員の活動件数で内数 
 

     (ｳ) ふれあいあんしん推進事業（個性ある区づくり推進費事業） 

 

 27年度 28年度 29年度 

ふれあいコール登録者数 97人 86人 79人 

 

(ｴ) ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業 

  75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、地域包括支援センターや区と連携しながら、地

域での実態把握や日常的な見守り活動を行いました。 

 

(ｵ) 各種研修会への参加 

(ｶ) 街頭募金活動への協力 

(ｷ) 年末たすけあい募金配分事業への協力 

(ｸ) 関係行政機関(福祉保健センター、児童相談所等)の業務に対する協力 

 

 (2) 災害見舞金・弔慰金 

被災者又はその遺族に対し、見舞金・弔慰金を交付しました。 

 27年度 28年度 29年度 

災害見舞金・弔慰金交付実績件数 
3 件 

（3世帯） 

3 件 

（4世帯） 

3 件 

（5世帯） 
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 ２ 事業企画担当 

   
  (1) 緑区地域福祉保健計画「みどりのわ・ささえ愛プラン」の推進 

緑区社会福祉協議会、地域ケアプラザ・地域包括支援センターと協働して、地区別計画推進委員

会をはじめとする地域への支援等に取り組みました。あわせて、第３期計画期間（平成 28年度～32

年度）の２年目として、地区別計画リーフレットの配布など区民への周知、PRを行うとともに、第

３期計画推進に向けた検討を行いました。 

 

     ＜計画の根拠＞ 

      地域福祉保健計画は、社会福祉法第 107条の規定による法定計画（市町村地域福祉計画）で

あり、市民、事業者、行政が協働して策定・推進する計画です。 

      横浜市では、地区別計画、区計画及び市計画を合わせて、同条による市町村地域福祉計画と

位置づけています。 

      緑区では、地域にわかりやすい計画となるように、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動

計画と策定のプロセスを共有し、整合性をとりながら、一体的に策定しています。 

 

＜区計画、市計画、市地域福祉活動計画の計画期間＞ 

「第３期横浜市地域福祉保健計画（計画期間：平成 26年度～30年度）」資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 鶴見区、神奈川区、西区、南区、青葉区、栄区、泉区 

※２ 中区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、都筑区、戸塚区、瀬谷区 

※３ 区計画の計画期間は、第３期から統一します。 

 

ア みどりのわ・ささえ愛プラン推進委員会 

     学識経験者、地域の福祉保健活動団体及び一般区民の公募による委員で構成する「みどりのわ・

ささえ愛プラン推進委員会」では、区計画のこれまでの取組状況を把握するとともに、第３期区

計画の方向性について、意見交換を行いました。 

 

開催日 委員数 

29年 10 月６日、30年３月 26日 11人 
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   イ 地区別計画推進委員会の開催 

平成 23年度から、地区別計画に掲げられた各目標の実現を目指して、各地区の「地区別計画推

進（策定）委員会」が開催されています。委員は、地区連合自治会、地区社会福祉協議会、民生

委員・児童委員、保健活動推進員、地域の活動団体の代表者などが務め、地区の実情に合わせて

委員会を組織しています。 

各地区の委員会では、地域課題の解決に向けた取組を行うとともに、計画の推進に係る各種情

報の共有や意見交換を行い、地区別計画の目標に向けた地域の取組状況の把握や振り返りを行い

ました。委員会は、各地区の実情に応じて２～10回開催されました。 

また、委員会で話し合われた内容を同地区のより多くの方々に知っていただくため、「地区別計

画推進委員会通信」を各地区２回発行し、連合自治会等の協力のもと、各地区内での班回覧等を

行いました。また、区内 11 地区の取組状況をまとめたパネルを作成し、社会福祉大会第２部（平

成 30年２月 21日開催）で掲示しました。 

 

      ＜地区別計画推進策定委員会開催状況＞ 

地区名 回数 開催日 委員数 

東本郷 3回 29年 6月 26日、9月 15日、30年 1月 17日 36人 

鴨居 2回 29年 8月 20日、11月 25日 29人 

竹山 2回 29年 9月 21日、12月 6日 25人 

白山 10回 原則毎月第 4土曜日 31人 

新治中部 2回 29年 7月 6日、30年 2月 5日 28人 

三保 2回 29年 8月 26日、30年 1月 20日 37人 

山下 2回 29年 8月 10日、30年 1月 19日 22人 

新治西部 2回 29年 7月 25日、30年 2月 8日 29人 

十日市場団地 2回 29年 8月 2日、12月 7日 32人 

霧が丘 2回 29年 6月 24日、12月 9日 33人 

長津田 2回 29年 7月 8日、12月 9日 32人 

合 計 31回  334人 

 

ウ 地区別計画推進委員会連絡会の開催 

地区別計画推進委員会の委員長、地区支援チームのチームリーダーが参加する「地区別計画推

進委員会連絡会」を開催しました。各地区別計画推進委員会の開催状況や今後のスケジュール等

の説明、各地区の取組内容などの情報交換を行いました。 

 

開催日 代表者 チームリーダー 

29年５月 11 日、10月 10日 11人 13人 
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エ 地区支援チームによる地区支援の取組 

「地区支援チーム」は、地域住民が主体となって地域での活動に取り組むことができるよう、

地域住民の支援を行うことを目的として、平成 21年 11月から設置しています。 

地区支援チームのメンバーは、各地区を担当する緑区役所、緑区社会福祉協議会、地域ケアプ

ラザ・地域包括支援センターの職員から構成されています。 

各チームでは、地区別計画の推進・策定を行う 11地区を支援するため、地区支援チーム会議（毎

月開催）やチームリーダー会議、メーリングリストによる情報交換等（随時）により、情報の分

析、課題抽出、地域の状況に合わせた取組の提案等を行っています。 

＜地区支援チームの構成職員数＞           （平成 30年３月 31日現在） 

所属・職種等 人数 

緑区役所 チームリーダー・サブリーダー（緑区責任職） 37人 

 福祉保健センター 

社会福祉職 16人 

保健師 15人 

事務職 ２人 

地域力推進担当 事務職 ２人 

緑区社会福祉協議会 事務局長以下 ９人 

地域ケアプラザ 

地域包括支援センター 

（計７か所） 

所長（施設長） ７人 

地域活動交流事業コーディネーター ６人 

生活支援コーディネーター ７人 

地域包括支援センター 

（社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師等） 
23人 

オブザーバー（健康福祉局責任職） ２人 

合 計 126人 

 

オ 地区別計画推進事業の実施 

地域の課題解決に向けた活動等を支援しました。 

      実施地区数：11地区 

 

  カ 区民に向けた事業報告及び講演会の開催（緑区社会福祉大会 第２部） 

第 36 回緑区社会福祉大会第２部（平成 30 年 2 月 21 日開催）において、399 人の区民に対し、

重点テーマの一つである「障がい児・障がい者に関する取組」について、地区での取組事例も交

えながらパネルディスカッションを行いました。 

 

＜緑区社会福祉大会第２部＞ 

第３期緑区地域福祉保健計画「みどりのわ・ささえ愛プラン」パネルディスカッション 

 区域計画重点テーマ③ 障がい児・障がい者に関する取組 

「ほっとするみどり ～伝えたいわたしたちのこと～」 

   

 ・コーディネーター：村井 祐一氏（田園調布学園大学教授） 

 ・パネリスト ：市木智子（緑区育成会会長） 荒木傑（みどり福祉ホーム所長） 

         山内亜紀子（横浜市緑区『みんなの学校』上映実行委員会委員長） 

         栗原千明（鴨居ピネル） 
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キ 協働で計画を推進するための事業 

・障害について理解を深める「地域で育むハートバリアフリー事業」       

「障害についての理解」を障害者自身の立場に立って話すことで、「障害があってもなくてもみんな同

じ」ということを伝える活動を行う「緑ハートバリアフリー実行委員会」に対して、委員会活動への

支援等を行いました。 
29 年度は小中学校を中心に延べ 14 回、約 2,200 人を対象に活動が行われました。 

 
 (2) 地域ケアプラザ・福祉保健活動拠点の管理・運営について 

 

   ア 地域ケアプラザ 

     地域ケアプラザは、市民の誰もが住み慣れた地域において健康で安心して暮らせるよう、地域

の福祉・保健活動を支援し、福祉保健サービス等を身近な場所で総合的に提供する施設です。 

地域ケアプラザの管理・運営については、指定管理者が行っています。 

 

施設名 所在地 指定管理者 

東本郷地域ケアプラザ 東本郷 5-5-6 社会福祉法人 横浜 YMCA福祉会 

鴨居地域ケアプラザ 鴨居 5-29-8 社会福祉法人 清光会 

中山地域ケアプラザ 中山町 413-4 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 

十日市場地域ケアプラザ 十日市場町 825-1 社会福祉法人 神奈川県匡済会 

霧が丘地域ケアプラザ 霧が丘 3-23 社会福祉法人 奉優会 

長津田地域ケアプラザ 長津田 2-11-2 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 

     

 

     地域包括支援センターは、介護保険法に定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐

待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。横浜市では、地域ケアプラザ及び

市が指定する特別養護老人ホームに、機能の一つとして地域包括支援センターを設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長津田地域ケアプラザ 

中山地域ケアプラザ 

東本郷地域ケアプラザ 

十日市場地域ケアプラザ 

鴨居地域ケアプラザ 

霧が丘地域ケアプラザ 

特別養護老人ホームふじ寿か園 
地域包括支援センター 

＜地域ケアプラザと地域包括支援センター＞ 
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○地域活動・交流事業 

地域住民の福祉・保健活動等の支援及びこれらの活動・交流の場の提供を行います。高齢・障

害・子育て等、地域で必要となっているニーズを基に自主事業（ボランティア講座、健康教室、

介護教室等各種講座の開催）を実施します。 

また、地域福祉保健計画（地区別）の推進、日常生活圏域における支えあいを推進するための

ネットワークづくりを実施します。 

     ○生活支援体制整備 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく日常生

活を営むことができる地域包括ケアシステムの実現のため、多様な主体が連携・協力し、高齢者

の生活支援や介護予防、社会参加が充実した地域づくり（体制整備）を進めます。 

○相談調整等（地域包括支援センターを含む。） 

地域との連携により高齢者や子育て、障害者の福祉・保健等に関する相談を総合的に受け付け

るとともに、情報提供、福祉サービスの調整、一般行政サービスの申請代行、介護保険に関する

苦情相談受付などを行います。また、特に地域包括支援センターに関しては、次のような事業を

担っています。 

・総合相談支援事業（虐待対応及び権利擁護事業を含む。） 

  ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

・第一号介護予防支援事業 

○一般介護予防事業 

介護予防・体力づくり教室、講演会、健康教育等の介護予防に関する普及啓発を行う事業、介

護予防に関する活動を行うボランティアの育成等の人材育成、並びに介護予防に資する地域活動

を行う組織の育成及び支援を行う事業を行います。 

○介護予防支援事業・居宅介護支援事業 

指定介護予防支援事業者及び指定居宅介護支援事業者として、介護予防ケアプラン（要支援者

向け）及びケアプラン（要介護者向け）作成、関係機関との連絡・調整、給付管理等を行います。 

○通所系事業 

介護保険指定介護サービス事業者として、在宅で援護を必要としている高齢者等に、入浴や食

事の提供、その他の日常生活の世話や機能訓練等を日帰りで受けていただく介護予防通所介護や

通所介護を行います。 

 

   ＜平成 29 年度の主な実績＞ 

 東本郷 鴨居 中山 十日市場 霧が丘 長津田 ふじ寿か園 計 

貸し部屋延べ利用人員 17,201 26,069 17,386 17,546 21,270 15,551 - 115,023 

地域包括支援センター 

相談件数 
158 1,007 2,551 1,231 855 2,381 676 8,859 

地域包括支援センター 

訪問件数 
153 284 231 188 146 264 234 1,500 

介護予防支援・契約数 

（包括分 H30.3 末） 
43 33 52 73 43 87 33 364 

居宅介護支援・契約者数 

（H30.3末） 
57 127 128 112 39 111 - 574 

介護予防通所介護 

延べ利用人員 
385 1,675 1,546 1,635 1,232 851 - 7,324 

通所介護 

延べ利用人員 
2,545 8,292 6,832 7,517 6,670 6,301 - 38,157 

＜地域ケアプラザの実施事業＞ 
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＜平成 29 年度自主事業等一覧（一部抜粋）＞ 

 

 地域、高齢者 子ども、乳幼児、障害児・者、保護者 等 

東

本

郷 

介護者のつどい 

無料巡回相談会 

（遺言・相続・成年後見） 

こころの病個別相談会 

みんなでボッチャを楽しもう 

ばら自治会で熊本地震活動報告 

囲碁サロン 「かやの木」 

のんびりサロン 

ギャラリーフリースペース 

ひがぽん堂 

もみじの会スクエアステップ  

スクエアステップ・プラス 

こころの病を知る講座 

ケアプラザで落語を楽しもう 

消費生活推進員活動の後方支援（振

り込め詐欺注意喚起） 

ケアプラザ職員による健康体操 

自習室サロン 

出張相談会 

ピンポンサロン 

コーディネーターハウス 

子育てサロン「キッズオアシスひがぽ

ん」 

知的障がい者余暇支援かもかもクラブ 

ちょいボラサポーターズ CLUB  

夏休みケアプラに行こう 

夏休み・よりみち学習広場 

鴨

居 

オープンカフェ 

レコードカフェ 

歌声サロン 

くまさん ほっとスポット 花よう

サロン 

にこにこ回想法 

かもい 月１コンサート 

スクエアステップダイヤモンド 

スクエアステップクリスタル 

ダンディクラブ 

手話サロンあいりす 

物々交換フェア 

れんげの会 

タオル帽子作りボランティア 

コーヒーボランティア勉強会 

紅茶ボランティア講座 

いきいきクラブ 

介護者のつどい 

簡単正月料理 

10周年祭り 

はじめての園芸教室 

サンタカフェ 

コーディネーターハウス 

お花見ランチ 

コガモひろば 

ひだまり パン販売 

かもい なかま塾 

母の日似顔絵展 

父の日似顔絵展 

七夕週間 

夏休み自由教室 こども編 

夏休みボランティアをしよう 

ちょいボラサポーターズ CLUB 

夏休み絵手紙ボランティア講座 

書初め大会 

中

山 

歌声ハーモニー 

想い出の会 

三保ミニデイ 

おとこの介護 

ハーモニーみどりふれあいまつり 

なかやま 主マネの集い 

介護者のつどい 

終活講座 

認知症を考える勉強会『オレンジ』 

認知症カフェ『オレンジカフェ』 

なかやまケアマネサロン 

仕事帰りのヨガ 

男のヨガ 

元気になるメイク講座 

クリスマスパーティー 

福祉カフェボランティア講座「紅茶

を楽しむ会」 

福祉カフェボランティア講座「コー

ヒーボランティア講座」 

本格的な韓国家庭料理講座 

コーディネーターハウス 

ちゃちゃちゃ広場 

子育て広場 

親子でそば打ち 

あおぞらヨガ 
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福祉保健課 事業企画担当 

 

 地域、高齢者 子ども、乳幼児、障害児・者、保護者 等 

十

日

市

場 

ごきげん・くらぶ 

うたごえ広場 

いきいき健康麻雀 

健康講座 

サロン（折り紙、小物作り）  

ららら♪うたの会 

介護者のつどい「たんぽぽ」 

はまちゃん体操介護予防普及活動 

はまちゃん体操リーダー養成講座  

暮らしを守る講座 

おげんきチェック 

 

 

ぴちぴち健康教室 

元気のわ 

ボランティア交流会 

クリスマス会 

共読の喜びを知る 

福祉カフェボランティア講座 

バザーフェスタ 2018 

十日市場ハロウィン DAY 

福祉カフェ るるる＊オアシス 

コーディネーターハウス 

よちよち園（Ａ・Ｂ・Ｓ） 

お母さんにありがとうを贈ろう 

お父さんにありがとうを贈ろう 

ボードゲームをしようぜ 

トマト狩りに出かけよう 

ピーマン狩りに出かけよう 

セイクラベ・カップタワー 

かわいいきんちゃく袋をつくろう 

父親応援講座 

緑十友会 

 

霧

が

丘 

健康チェックの日 

霧が丘元気アップ体操 

霧サポ交流会 

家族介護者のつどい 

霧が丘探検ウォーキング 

手談サロン 

自然を楽しむ散策の会 

うたごえサロン 

青春と浪漫を歌う会  

スケッチ水彩画  

ひだまりサロン 

霧サポ活動日（手芸班） 

まちともカフェ（オレンジサロン 

併設） 

霧の里清掃（花植え） 

ゆうゆう霧が丘＆社協ふれあいまつ

り 

はるかぜコンサート  

知って安心！家族が亡くなった後の

届け出・手続きについて 

霧が丘まちとも元気づくり教室 

敬老月間イベント「成年後見制度」 

きりがおか「健康塾」 

Let'sコグニサイズ♪ 

霧の里 10 周年イベント「きて！み

て！霧の里」 

コーディネーターハウス 

 

もくもくひろば 

ママＦＵＮＤＡＹ 

夏休みこどもプログラム「木の船をつく

ろう」、「親子で絵手紙を描こう～夏のお

たより～」、「こども囲碁・将棋教室」、「フ

ォークダンスをしよう！」 

冬休みこどもプログラム「書初め大会」 

子育てまちともひろば 

出張！あおぞら 霧が丘 ほっと・る～む 

長

津

田 

高 齢 者 向 け 「 す っ き り

健 康 体 操 」  

ふれあい喫茶「もちーふ」  

高齢者の配食サービス「たんぽぽ」 

高齢者ミニデイ「おたのしみくら

ぶ」 

にこにこストレッチフォロアップ

講座 

長津田わがまちげんきインストラ

クター講座 

知って得するお楽しみサロン 

若さイキイキお茶のみ講座 

 

長津田地域ケアプラザまつり 

いきいきヨガ 

長津田地区を知ろう！歩こう！ 

元気食プラスワン 

ひとりめし・ふたりめし・みんな

めし 

みんなのカフェ茶々 

まちライブラリー交流会、植本祭 

コーディネーターハウス 

布えほん・布おもちゃの貸出事業 

布えほん・布おもちゃの作成・修繕事業 

布おもちゃｸﾞﾙｰﾌﾟ「ふぇると」 

親子サロン「出張！！ ほっと・るーむ

長津田」 

中途障がい者ボッチャサークル「遊遊ク

ラブ」 

障がい者余暇支援「みつばち」 
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福祉保健課 事業企画担当 

 

    (ｱ) 地域ケアプラザ運営協議会 

      地域ケアプラザの円滑な運営及び地域ケアプラザ事業に地域のニーズ等が反映できるよう、

福祉保健センター、地区連合自治会、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、地

区保健活動推進員会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、福祉保健活動団体等からの代表者で構

成される「地域ケアプラザ運営協議会」を各施設で開催しました。 

 開催時期 委員数 

東本郷 29年７月、30年３月 13人 

鴨居 29年６月、29年 12月 20人 

中山 29年６月、30年２月 19人 

十日市場 29年 7月、30年１月 20人 

霧が丘 29年６月、30年３月 14人 

長津田 29年 7月、30年３月 14人 

 

 (ｲ) 緑区地域ケアプラザ所長会 

  地域ケアプラザ、ふじ寿か園地域包括支援センター、区社会福祉協議会の代表と福祉保健セ

ンター（高齢・障害支援課、こども家庭支援課、福祉保健課）で構成される「緑区地域ケアプ

ラザ所長会」を開催し、地域ケアプラザと行政機関との連携、緑区地域福祉保健計画「みどり

のわ・ささえ愛プラン」第３期計画の推進状況の共有、地域ニーズ等の各種情報の収集・提供

等を行いました。    

   開催回数：12 回  メンバー数：23人 

  

    (ｳ) 緑区コーディネーター業務連絡会 

      地域活動交流事業を担当するコーディネーターと区社会福祉協議会、事業企画担当職員で構

成される「緑区コーディネーター業務連絡会」を毎月開催し、事業運営に係る情報交換・検討

等を行いました。 

       開催回数：12回  メンバー数：11人 

 

    (ｴ) 地域包括支援センターへの支援 

      高齢・障害支援課 P.45参照 

 

   イ 福祉保健活動拠点 

     市民の誰もが日常的に相互に支えあい、住み慣れたところで安心して自立した生活が続けられ

る地域社会の実現に向け設置された施設で、自主的な福祉保健活動を行っている団体への活動の

場の提供、福祉・保健活動の担い手であるボランティアの育成・支援等を行います。 
     福祉保健活動拠点の管理・運営については、指定管理者が行っています。 

施設名 所在地 指定管理者 

緑区福祉保健活動拠点 中山町 413-4 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会 

     

＜平成 29 年度の主な実績＞ 

貸し部屋延べ利用件数 

団体交流室 多目的研修室 点字制作室 録音室 対面朗読室・編集室 

837件 668件 33件 662件 401件 
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福祉保健課 事業企画担当 

  (3) 実習生教育 

    医療や福祉保健の分野で学ぶ学生の地域実習を受け入れています。福祉保健センターにおける公

衆衛生活動・社会福祉事業の見学や、実際に参加するなどの体験を通して、各職種の業務内容及び

公衆衛生・社会福祉の概要について学習する場を提供し、指導を行っています。 

 ＜職種別参加実績＞ 

保健師 助産師 看護師 管理栄養士 社会福祉職 合計 

6人 2人 3人 11人 2人 24人 

 

  (4) 緑区の災害時応急医療救護体制について 

横浜市防災計画の見直しに伴い、医療救護隊による巡回診療体制に変更となり、災害医療連絡会

の開催をはじめとする関係機関との連携体制の構築、連絡手段の確認などを行いました。 

 

ア 緑区災害医療連絡会の開催 

  緑区防災計画に基づき、医療関係団体、行政等の関係者が平時から災害時医療等に関する意見

交換や情報共有を図り、適切な災害時医療等の体制を構築することを目的として開催しました。 

開催日   平成 30 年 2月 22日 

出席者数  17 人（事務局含む） 

 

   イ 緑区災害時医療救護隊編成メンバー会議および研修・訓練の開催 

     災害発生時に、医療関係機関、区役所等が、それぞれの役割に沿って円滑に連携・協力し、迅

速な医療救護活動を行うことができるよう、地域防災拠点において緑区医療救護隊参集・活動訓

練を実施しました。訓練内容については、医療救護隊の活動場所となる保健室と応急手当用品の

確認のほか、模擬診療訓練を実施しました。 

    実施日  平成 29年 11月５日    出席者数  30人（事務局含む） 

 

   ウ 緑区医療救護隊向け外部講師による研修会 

       緑区周辺の災害拠点病院の医師を講師として招へいし、災害時医療に関する知識等を習得する

ことを目的とした研修会を実施しました。 

      実施日  平成 29年 11月５日    出席者数  29人（事務局含む） 

 

エ  緑区医療救護隊向け参集場所の見学 

       緑区医療救護隊のメンバーが集まり、震度６弱以上の地震が発生した場合の医療救護隊の参集

場所と医療救護隊資器材の確認を行いました。 

      実施日  平成 29年 11月５日    出席者数  23人（事務局含む） 

 

オ  災害時医療のぼり旗掲出訓練 

       緑区内の医師会、歯科医師会、薬剤師会の会員で協力が得らえる病院、診療所、歯科医院、薬

局で、「診療中」や「開局中」ののぼり旗を掲出しました。 

      実施期間  平成 29年 10 月 23日から 25日までの３日間における診療時間内 

 

カ  災害時医療等の解説 

       地域防災拠点の参加者に対して、災害時医療の概要と保健活動グループの活動と避難所生活の

留意点について、区役所職員による解説を行いました。 

      実施日  平成 29年９月３日     訓練参加者数  329人（区役所職員含む） 
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福祉保健課 事業企画担当 

 

キ  ＭＣＡ無線機及び衛星携帯電話による通信訓練  

       災害時医療手体制に欠くことのできない連絡手段について、関係機関と衛星携帯電話、及びＭ

ＣＡ無線を用いた通信訓練を行いました。 

 

ク Ｙナースの募集・登録 

大震災発生時に、医師・薬剤師・市職員らと共に、横浜市防災計画に基づく「医療救護隊」と

して活動する看護職を募集し、Ｙナースとして登録しています。登録されたＹナースは、区内の

避難所等で主に軽症者に対する応急医療を行います。 

平成 30年 3月 31日現在 登録者数：36人 
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福祉保健課 健康づくり係 

 

 ３ 健康づくり係   

 
  ＜一次予防施策＞ 

   一次予防とは、疾病の発生そのものを予防することを指します。適正な食事や運動の不足の解消、禁煙

や節酒、そしてストレスコントロールといった健康的な生活習慣づくりの取組（健康教育、保健指導等）

や、予防接種、環境改善、外傷の防止などのことをいいます。 
 

(1) 健康手帳交付 

健康診査の結果などを記入し、自身の健康管理に役立てられるように交付しました。 

 27 年度 28 年度 29 年度 

交付数 74 件 91 件 19 件 

 

(2) 各種教室 

 

ア 歯周病予防教室 

歯周疾患予防に関する教室を実施しました。 

 対象者 内 容 回数 参加延人数 

親子でお口の健康教室 一般成人 歯科医師の講話、歯磨き実習 2 回 40 組 

食生活等改善推進員 

セミナー 
一般成人 歯科医師の講話、歯磨き実習 1 回 ６人 

生活習慣改善講座 一般成人 講話 ２回 28 人 

保健活動推進員 
保健活動推進員、

一般成人 
講話、歯磨き実習 ３回 53 人 

 

イ 健康教育（衛生教育） 

医師や保健師、栄養士等の各専門職員が講師となり、教室や講演の開催、地域グループの会合での

講話等、様々な機会を通じて、地域住民に対する衛生知識の普及向上や健康づくりの促進を目的とし

た健康教育（衛生教育）を行いました。 
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福祉保健課 健康づくり係 

 

  (3) 保健活動推進員に関する事務 

 

   ア 保健活動推進員 

     横浜市保健活動推進員規則第５条の規定により、区内 11 地区に「保健活動推進員会」を設置し、活

動しています。保健活動推進員の職務の１つ目は地域における保健活動の推進者としての自主的な活

動であり、２つ目は福祉保健センターの行う保健衛生行政への協力活動で、この２つを連携しながら

保健衛生知識及び保健衛生活動の向上を図っています。 

保健活動推進員の委嘱は自治会から区長に内申し、区長の推薦に基づき市長が委嘱します。任期は

２年です。 

     ＜緑区保健活動推進員会設置数＞（平成 30 年３月末現在） 

設置数 ＊1 推進員数 

11 215人 

 

イ 保健活動推進員の育成・支援 

 (ア) 平成 29 年度 緑区保健活動推進員委嘱式 

緑公会堂で、委嘱状伝達式を行いました。また第二部研修会として、「緑区保健活動推進員会～

地域とのつながりづくり～」をテーマに、緑区保健活動推進員地区会長による活動発表会を行い

ました。（平成 29 年 4月 26 日開催、参加者数 140人） 

 

(イ) ひらめき研修 

保健活動推進員の知識向上のため、「インフルエンザの予防・新型インフルエンザ対策」をテー

マに講演会（講師：健康福祉局健康安全課 新型インフルエンザ等対策担当）を行いました。（平

成 29 年 12月 12日開催、参加者数 96 人） 

 

(ウ) 地区研修 

      生活習慣病等予防の必要性を理解するための学習、病態についての学習、健康機器の取扱いや地

域における健康づくり活動について、各地区の状況に合わせた研修を行いました。 

11 地区で開催  延べ 17回  参加延人数 201 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 連合自治会ごとに設置。 
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福祉保健課 健康づくり係 

 

    (エ) 緑区保健活動推進員会の主な活動 

 内 容 実績等 

定例会 地区会長会議 年 6回 

地区保健活動推進員会議等 
11 地区、150回 

参加延人数 974 人 

健康講座の開催及び協力 健康講座やイベントでの健康チェ

ックなどの啓発活動 

11 地区、45 回 

参加延人数 2368人 

緑区福祉保健センター事業へ

の協力 

がん検診等のチラシ配布等ＰＲ活

動、会場の確保・補助 
随時 

地域福祉保健活動への協力 随時 

地域における活動 地区自治会事業参加 随時 

 

  (4) 食生活等改善推進員育成・支援 

地域の健康づくりを推進するため、自主的に健康づくりを実践し、それを地域に普及させるボランテ

ィア「緑区食生活等改善推進員」（緑区ヘルスメイト）の育成と、その地区組織活動の実施について支

援を行いました。 

    

ア  食生活等改善推進員 

  緑区食生活等改善推進員数（平成 30年 3 月末現在） 108人 

 

イ 食生活等改善推進員セミナーの開催 

食生活等改善推進員の育成のため、セミナーを開催しました。セミナー修了者は推進員として登録 

し、各地区で食生活等を通じた健康づくり活動を行います。 

実施回数 参加実数 参加延人数 推進員登録者 

 9回 9 人 51 人 7 人 

 

ウ 食生活等改善推進員の地区組織活動 

緑区食生活等改善推進員（緑区ヘルスメイト）が、地域住民の健康づくりを推進するための地区

組織活動を実践するにあたり、支援を行いました。 

事業名 実施回数 参加延人数 

緑区食生活等改善推進員役員会、打ち合わせ等 36 回 615人 

緑区食生活等改善推進員研修会 11 回 887人 

市民の健康づくり推進事業（市委託） 12 回 539人 

思いやり、健康づくりの日 ウォーキング（緑区協働事業） 6 回 140人 

日本食生活協会事業 4 回 126人 

区民まつり 1 回 418人 
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(5) 緑をたっぷり召し上がれ事業 

緑区では平成 16年度から「野菜を食べる区民を増やす」ために緑をたっぷり召し上がれ事業を実施し

ています。平成 29年度は、緑区ヘルスメイトと協働で野菜をもっと食べようキャンペーン、よこはま健

康応援団参加店や野菜直売所を巡るイベントウォーキングを実施しました。 

内 容 参加延人数等 

イベントウォーキング 3 回  100人 

野菜をもっと食べようキャンペーン（保健活動推進員会も協働） 4 回 1,174人 

 

(6) みどり食育実践推進事業 

 

   ア 食育月間講演会・イベント 

「食」に関する知識と、「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する力を育てることを

目指し、6月の食育月間に合わせた講演会・イベントを実施しました。 

 回 数 参加人数 内 容 

食育月間講演会 1 回 183人 
「時間栄養学で考える食べ方の法則」 

講師：早稲田大学教授 柴田 重信 氏 

食育月間イベント 1 回 延べ 873 人 

体験型食事診断、野菜をもっと食べようキャンペー

ン、小学校の食育展示、健康チェック、お口の健康

チェック、地場野菜の販売 

 

   イ 体験型食育ミニ講座 

地域、学校、企業等と連携し、食事診断システム（サッとシステム）を活用した体験型食育講座を

実施しました。 

対 象 回 数 参加延人数 

小中学校での実施 

（生徒、教員、保護者） 
5 回 257人 

子どもアドベンチャー 1 回 22 人 

企業等と連携した働き世代の若年層への実施 2 回 61 人 

中途障害者地域活動センター 1 回 28 人 

他区への貸出 4 回  

 

(7) たばこ対策 

   

ア ニコニコ卒煙クリニック 

 喫煙者に対して、生活習慣病の要因のひとつである喫煙習慣の改善のための禁煙相談を実施しまし

た。 

年 度 開催回数 参加実人員 参加延べ人員 

28 年度 6 回 7 人 7 人 

29 年度 18 回 40 人 40 人 
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イ 「たばこの害」普及・啓発 

こども家庭支援課の協力により、母子手帳交付時、乳幼児健診時にタバコの害についての啓発チラ

シと喫煙者、家族喫煙者に対して「ニコニコ卒煙クリニック」の案内チラシを配布しています。 

禁煙週間（5 月 29日～6月 9 日）においては、啓発ポスターや、「たばこの害」が記載されている

ポスターやパンフレットを区役所 1階ロビーに掲示し、広く区民に対し啓発を行いました。（入場者

300人） 

思いやり、健康づくりの日（6 月 6 日）に喫煙者を主に対象として肺機能測定を実施し、禁煙指導

を行いました。（18 人）肺がん検診時にたばこの影響によるがんや COPD についての啓発を実施し、

希望者に対しては呼気一酸化炭素濃度測定を実施しました。（肺がん検診受検者 250人） 
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＜二次予防施策（生活習慣病）＞ 

二次予防とは、疾病の早期発見と早期治療によって疾病が進行しないうちに治すことです。老人保健事

業による基本健康診査は平成 20 年３月で廃止になりましたが、各種がん検診及び人間ドック等の検診事業

による疾病の二次予防対策が行われています。乳がんの自己検診、早期の医療機関受診も二次予防に該当

します。    

   生活習慣病の予防、早期発見、健康の保持・増進を図るために各種施策を行っています。 

 

(1) 生活習慣病の予防  

ア 若年者向け生活習慣改善講座 

39 歳以下の若年者を対象に、健康チェックと集団指導・運動体験を組み合わせ、望ましい生活習慣

を身につけることができるよう、セミナーを開催しました。 

セミナー名称 対 象 実施回数 参加実数 参加延人数 

からだリメイク 

せみなー 

39 歳以下で、職場健診等にお

いて健診機会のない区内在

住・在勤者 

2 回 

（１コース） 
24 人 38 人 

 

   イ 食と生活の健康相談 

区民の食生活や生活習慣など、個人の状況に応じた個別の健康相談を実施しました。 

実施回数 相談内容 相談数 

 59回 

生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満等）、 

生活保護受給者の健康管理支援 
143件 

健康増進等のため 6 件 

その他の疾病 2 件 

 

ウ 小学校 PTA 対象の生活習慣改善講座 

     区内小学校 PTAと連携し、PTAを対象として健康教育を実施しました。 

 

 

 

 

(2) がん検診 

肺がん、胃がん等の検診を行い、がんの早期発見に努めました。 

   ア  肺がん検診   

実施回数 区分 受診者数 異常なし 要精密検査（割合） 

 ７回 

男 120人  74 人 14 人 (11.7％) 

女 167人 127人 11 人 (6.6％) 

計 287人 201人 25 人 (8.7％) 

 

イ 胃がん検診 

実施回数 区分 受診者数 異常なし 要精密検査（割合） 

13 回 

(※) 

男  94人 53 人 15 人 (16.0％) 

女  134 人 88 人 17 人 (12.7％) 

計  228 人 141人 32 人 (14.0％) 

     （※）区役所会場で７回、地区会場で 7回実施。 

学校数 人 数 内 容 

2 校 66 人 
体組成測定と結果の見方、食生活のアドバイス、歯周病予防のための講話

など 
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  ＜その他の健康施策＞ 

 

(1) 健康づくり月間等行事（個性ある区づくり推進費事業） 

保健衛生に関する正しい知識の普及、健康増進に向けた健康意識の啓発、区民と行政が連携して地域

に根ざした自発的な活動を促進し、区民の生涯にわたる健康づくりに寄与することを目的として実施し

ました。 

事業名 開催日等 内 容 参加者数 

健康づくり月間事業 

10 月 15 日(日) 

緑区民まつり 

医師相談、歯科相談、薬の相談、 

食品衛生パネル展示、健康チェック、

緑をたっぷり召し上がれコーナー、 

大腸がん・乳がん検診啓発展示等  

2,281人

（雨天によ

る） 

10月 28日(土) 

健康づくり月間講演会 

「可能性への挑戦～思いが夢を叶える

～」 

講師：舞の海 秀平氏 

435人 

思いやり健康づくりの日 年間 9回 
毎月１日に実施：健康チェック、 

各種相談等 
2039人 

歯と口の健康週間行事  6月 歯科相談、口腔ケアグッズ配布 273人 

 

  ＜感染症対策＞ 

 

(1) 感染症対策事業 

感染症法による届出の受理、疫学調査を行いました。また、他都市から感染症患者発生に伴う、同行

者・接触者の調査依頼を受けて、健康調査を実施しました。 

 

    ア 感染症届出患者数（結核を除く。） 

発生件数 

15 件 
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イ 衛生教育 

    (ｱ) 集団感染症対策担当者研修 

対 象 内 容 参加者数 

区内高齢者施設、保育園 

小・中学校、障害者施設 

冬季感染症対策、食中毒対策、吐物処理

のデモンストレーション、集団感染予防

策のグループワーク（同内容３日間） 

101人 

 

          

(2) エイズ対策 

    エイズ対策の一環として、各種相談及び抗体検査を匿名・無料で実施しました。 

 

 

相談件数 血液検査数 

男 女 不明 計 男 女 不明 計 

27 年度 138 73 0 211 63 34 0 97 

28 年度 83 38 0 121 29 17 0 46 

29 年度 89 41 0 130 26 16 0 42 

 

(3) 結核患者管理及び結核健診 

感染症法に基づく業務として、ツベルクリン反応検査、Ｔスポット血液検査のほか、定期健康診断、

接触者健康診断、届出患者の登録、登録患者の管理、家族健診及び医療費公費負担の申請事務を取り扱

いました。 

 

   ア 定期・定期外結核健康診断実績状況                      （件） 

 
 
 
 
 

 
直接撮影 間接撮影 

ツベルクリン

反応・判定 
Ｔスポット 合計 

定期結核健診 62 0 0 0 62 

接触者 

結核健診 

家族健診 24 0 2 42 68 

接触者健診 80 0 0 110 190 

管理検診 58    0 0 0 58 

合 計 224 0 2 152 378 
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   イ 結核患者登録者数・活動性分類 

 

 

28 年度 29 年度 

新登録者数 年度末登録者数 新登録者数 年度末登録者数 

活
動
性
結
核 

肺
結
核 

登録時喀痰塗抹陽性 5 人 2 人 8 人 2 人 

登録時喀痰塗抹陰性 1 人 0 人 0 人 0 人 

その他の陽性 11 人 11 人 4 人 2 人 

肺外結核 6 人 5 人 5 人 3 人 

不活動性結核 0 人 41 人 0 人 49 人 

活動性不明 0 人 0 人 0 人 0 人 

潜在性結核感染症 2 人 25 人 14 人 24 人 

合 計 25 人 84 人 31 人 80 人 

（内数：非定型抗酸素菌） （0） (0) （0） （0） 

 

   ウ 結核医療費公費負担件数                            （件） 

法区分 内 容 申請 承認 

37 条 
従業禁止又は入所命令患者に対する医療費と入

院患者移送に要する費用の公費負担 
12 12 

37 条の 2 
一般患者（37 条適用以外のもの）に対する医療

費と検査に要した費用の 5％の公費負担 
39 39 

     

＜その他の事業＞ 

 

(1) 原爆被爆者援護対策事務 

原爆被爆者等の健康管理及び福祉の向上を目的として、原爆被爆者及び被爆者のこどもからの、健康手

帳・健康診断受給者証の交付申請、各種手当認定の申請・届出を受け付け、県（進達）、又は市へ送付し

ました。 

 新規登録者 累計 

区内在住の原爆被爆者数（被爆者健康手帳所持者） 0 人 103人 

被爆者のこども（こども健康診断受診者証を有するもの） 6 人 178人 

 

 (2) 肝炎治療医療費助成事業（平成 20年４月～） 

   Ｂ型・Ｃ型肝炎インターフェロン治療とＢ型ウィルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療を行う者から医療

費助成の申請を受け付け、県へ進達送付しました。 

新規申請 変更届 更新申請 延長申請 その他 合計 

29 件 8 件 79 件 1 件 8 件 125件 

 

(3) 給食施設指導 

給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設（学校、病院、福祉施設、事業

所など）をいいます。 

健康増進法に基づき、これらの給食施設関係者に対し、健康管理や栄養に関する知識の向上を目的とし

た研修会や巡回指導等を実施しました。 

 

 

26



福祉保健課 健康づくり係 

 

ア 栄養管理報告書 

  平成 29年 6月中の給食実施状況について、現況調査を実施しました。 

 ＜区内給食施設数＞           （単位：施設） 

特定給食施設 ※1 
栄養士がいる施設 37 

栄養士がいない施設 13 

小規模給食施設 ※2 
栄養士がいる施設 27 

栄養士がいない施設 12 

合 計 89 

    ※1 特定給食施設とは、1回 100食以上又は 1日 250食以上の給食を提供している施設です。 

        ※2 小規模給食施設とは、1回 50食以上又は 1日 100食以上の給食を提供している施設です。 

 

イ 巡回指導 

  区内給食施設を対象に巡回指導（22施設）を実施しました。 

 

  ウ 給食施設を対象とした研修会 

 回数 参加施設数 テーマ等 

 

 

 

研修会 

栄養管理 3 回 

22 施設 給食施設における防災対策について 

19 施設 

乳幼児期の発達の特徴をふまえた給食施設における

食生活支援 

健康経営と給食施設の役割 

12 施設 食や食環境を通じた疾患の重症化予防戦略 

衛生管理 

講習会 
1 回 54 施設 

食中毒予防について 

横浜市健康経営と給食施設の役割 

栄養管理報告書について 
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 ＜こども家庭支援課及び高齢・障害支援課との連携事業＞ 

 

(1) 乳幼児健診  （こども家庭支援課 P.59「乳幼児健康診査」の項を参照） 

 

(2) 乳幼児歯科健診  （こども家庭支援課 P.59「乳幼児健康診査」、P.62「歯科保健」の項を参照） 

 

  (3) 歯科衛生教育 

  ア 子育て支援者向け 

 子育て支援者および新規のかたへ、こどものむし歯予防や歯周疾患について講話、実習をしました。 

対象 回数 参加延人数 内容 

子育て支援者 2 回 17 人 むし歯予防、歯周病、事業説明 

４か月健診受

診の保護者 
４回 200人 

歯肉の健康チェック 

ぺリオスクリーン実施 

 

  イ 介護事業者向け 

 介護事業者、包括支援センターを対象に、要介護者の口腔内の状況を把握する必要性と、訪問歯科診

療の利用の方法についての研修を実施しました。 

対象 回数 参加人数 内容 

介護事業者、包括支

援センター職員等 
１回 35 むし歯予防、歯周病、事業説明 

 

ウ 高齢者向け 

高齢者を対象に、誤嚥性肺炎の予防を目的に、口腔ケアの重要性やお口の周囲筋の運動等を啓発しま

した。 

対象 回数 参加延人数 内容 

中途障害者等 ４回 49 人 地区リハビリ教室、緑工房で実施 

 

 

(4) もぐもぐ教室（離乳食教室） 

子どもの頃からの良い生活体験の確立を図るとともに、乳幼児の健康を通じて家族が健康づくりを考え、

実践することを支援しました。 

対 象 内 容 回 数 参加延数 

７～８か月の乳児とその保護者 
離乳食の進め方、食の役割、調理実

演・試食、情報交換 
12 回 200組 

  

 (5) 子どもの食生活相談 

   離乳食や幼児期の食事から学童期・思春期までの子どもの食生活相談を実施しました。 

実施回数 相談数 

12 回 57 件 
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