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耐震補強工事中

緑区役所の業務は、平成28年5月2日まで一部を除き仮設分庁舎（緑消防署隣）で行っています。 詳細は9ページの、
期 緑区地
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域
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「みどりのわ・ささえ愛プラン」は、共に支えあい、安心して暮らし続けられる緑区を目指して、福祉と保健の
課題を一体的にとらえ、区民の皆さん・事業者・行政など、皆で取り組む計画です。第3期の計画を紹介します。

第3期プランが完成しました!

みどりのわ・ささえ愛プランってなんだろう？

【配布場所】
○緑区役所
○緑区社会福祉協議会
○緑区内各地域ケアプラザ など

推進策定委員会の村井先生に教えてもらうよ。

詳細は

Q1

Q2

みどりのわ・ささえ愛プランって、何かな？

みどりのわ・ささえ愛プラン

みどりのわ・ささえ愛プランは、どんな内容かな？
第３期計画の特徴は？

A1

みどりのわ・ささえ愛プランは、緑区で生活する
全ての人を対象とした、
緑区の「地域福祉保健計画」です。
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、
「地域福祉保健計画」では、地域の視点から、高齢者や障がい
者、子ども・子育て、健康づくりなどに関する課題に取り組み

A2

「第３期みどりのわ・ささえ愛プラン」は、大きく
３つの内容に分かれています。
１つめは、区全体で取り組む「基本理念」
と
「基本目標」で、
第１期計画
（H18〜22年度）
から継承しています。
２つめは、連合自治会単位で策定した「地区別計画」で、第

ます。
「社会福祉法」に基づいた計画です。

２期計画（H23〜27年度）
から策定し、各地区でさまざまな
取組が行われてきました。
３つめは、地域の共通課題があることから、緑区全体で取
り組む重点テーマをまとめた「区域計画」で、第３期計画

みどりのわ・ささえ愛プラン

（平成28〜32年度）
から新設しました。

は、防犯・防災など、地域の生活課
題も含んでいるのが特徴です。

第３期計画の目標と主な取組の一部を紹介
します。
誰もが「緑区に住んでいてよかった」
と言って
いただけるよう、
これからも、
ともに手を取り合
い、頑張っていきましょう！

村井 祐一さん
みどりのわ・ささえ愛プラン推進策定委員会座長、
田園調布学園大学人間福祉学部教授

New!

第３期 計 画から新 設
されたんだよ！

区域計画

６つの重点テーマ
①日常的な見守り体制づくりに関する取組
②認知症に関する取組

区役所、区社会福祉協議会及び地域ケアプラザ等が、地
域や関係団体・事業者等と協働で取り組みます。地区別計
画の取組を支援するとともに、緑区全体の共通課題、取り
組むべき課題を取り上げています。

③障がい児・障がい者に関する取組
④子ども・子育てに関する取組
⑤災害時に支援が必要な人への取組
⑥健康づくりに関する取組

ご紹介
取組の一部を

①地域ケア会議
地域に暮らす高齢者
の見守りの仕組みなど
について、地域の支援
者、事業者、医療機関な
どと連携しながら検討
しています。

②認知症サポーター
養成講座

③ガイドボランティア
活動

認知症の人への対応
緑 区 移 動 情 報 セン
などについて、教材や ターでは、障がい児・者
寸劇を交えて分かりや の外出支援のため、ヘ
すく説明する講座です。 ルパーや地域のボラン
ティアとの調整を行っ
ています。

④小中学校での
ボランティア体験

⑤災害ボランティア
センター立上げ体験

⑥思いやり、
健康づくり事業

学校・家庭・地域連携
事業実行委員会を設
け、青少年の健全育成
等のためにさまざまな
事業を実施しています。

被災時を想定した、
月１回、
区役所で健康
立ち上げ体験を、緑区 チェックや健康相談を
社会福祉協議会とボラ 実施しています。
ンティアと協働で実施
しています。
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「5月、緑区役所と緑公会堂がリニューアルオープン」を確認してください

11の地区別計画と目標
11の地区別計画と目標
区内の11連合自治会単位で開催している「地区別計画推
進策定委員会」で、第２期計画の振り返りと課題の検討を行
い、各地区の目標を策定しました。

東本郷地区

●地域の人達がつながり、支え合い、一緒につどい楽しみを共有
できるまち
●色々な世代の人が地域活動やボランティアに参加しているまち
●地域情報が行き渡り、地域全
体で支援が必要な人を見守
るまち
●身近な所で健康づくりがで
き、いつまでも健康に過ごす
ことができるまち
●地域全体で防犯・防災に向け
取り組み、安全・安心に暮らせ
▲新たな多世代交流の場
「ひがほん 郷まつり」
るまち

第２期計画から策定した「地区別計画」は、
この５か年でさまざまな取組
が進められてきました。
第３期計画策定にあたり、共通して出てきたのは、
やはり高齢化に伴う
問題です。こうした状況を踏まえて、
日常的な見守りや助け合いの仕組み
づくりの検討、いつまでも健康でいられるような取組などを今回の計画で
掲げています。
連合自治会としても、安心して暮ら
し続けられるまちづくりを進めていき
たいと思います。皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします。

▲災害時の安否確認に役立つ
「黄色いリボン」
と
「鴨居防災ささえあいカード」

▲竹山池を活用した世代間交流
「親子釣り大会」

▲「白山福祉まつり」は、バリアフリーに
配慮するなど工夫して開催

十日市場団地地区

白山地区

●地域の防犯力を高めよう
●自助・共助・近助の力を育もう
●孤立化を防ごう
●子育てしやすい地域づくりを
めざそう
●ごみ・美化・地球温暖化などの
課題に地域で取り組もう

緑区連合自治会長会 会長
山下地区 地区別計画推進策定委員会委員長

新治西部地区

竹山地区

●ボランティアの取組を充実し
ます
●知りたい情報を分かりやすく
伝えていきます
●世代間・活動団体間の交流を
進めます

荒谷 孝道さん

山下地区

鴨居地区

●「『安全・安心・健康』のまちづ
くり」のために
●地域での『つながり』を大切
にし、地域における後継者を
育成するために

まちの課題を自分たちで解決する
みどりのわ・ささえ愛プラン

霧が丘地区

新治中部地区

●防犯・防災に強い、安心でき
るまちにしたい
●次世代につながるまちにし
たい

●地域での「つながり」を大切
に、健康で元気に暮らし続け
られるまちづくり
●必要な「情報」が入手しやす
いまちづくり
●「防災・防犯」で安心・安全な
まちづくり

●地域の中での孤立化をなく
し、みんなの顔が見える環境
を目指します
●自治会加入を促進し、地域情
報をより多くの人に届けます

●地域が団結して「つながり」
を作り、あらゆる世代の交流
を広げよう
●連 携して「 見 守り」を進 め、
いつまでも支えあえる地域
を目指そう
●健康や交流を意識した取組
を進め、地域をもっと元気に
しよう

●「地域でのつながり」を大切
にするまちづくり
●みんなが活動できる「機会・
場」のあるまちづくり
●「安心・安全・健康」のまちづくり

▲小・中学生を対象に
「防犯キャッチフレーズ」を募集

▶「三保地区地域活動マップ」
と
「防災マップ」を作成、地域で活用

【問合せ】 事業企画担当（

長津田地区

三保地区

●地域でのつながりを大切にし、
活動を活発にしたい
●落ち着いて活動できる活動
拠点を増やしたい
●地域が団結して、防災力を高
めたい

●地域情報の発信と共有をす
すめます
●若い人も高齢者も活躍でき
る地域づくりをすすめます
●日頃の見守りから
「いざ」
とい
う時の支えあいにつなげます
●認知症の人も障がいのある
人も、その家族も暮らしやす
い地域づくりをすすめます

930-2304

▲つながり・介護予防・健康づくりの場
「元気づくりステーションわくわく」

▲顔の見える関係づくりに向けた取組
「新治西部のおたのしみ会」

▲地域のつながりの場
「十日市場団地お茶飲み会」

▲防災日本一に向け、
「大運動会」でも
消火訓練

▲「認知症になっても安心して
暮らすための映画上映会」を開催

930-2355）
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