
アクションプラン
該当ページ

内容

1 介護予防の講座をもっとしてほしい。 20、21 １①、②において取り組んでまいります

2 介護予防を取り組んでほしい 20、21 １①、②、③において取り組んでまいります

3 介護予防講習
男性だけの講座があれば？

20、21 １①、②において取り組んでまいります。

4 運動が続けられる講座があるとうれしい 20、21 １①、②において取り組んでまいります。

5 外出が少なくなったので体を動かすことを計画して下
さい（今でも散歩・体操とありますが）楽しくおしゃ

21、23 １②、２②にて取り組んでまいります。

6 介護予防を取り組んでほしい 20、21 １①、②、③において取り組んでまいります

7 介護予防を取り組んでほしい 20、21 １①、②、③において取り組んでまいります

8 体操教室など、やってほしいと思います。 20、21 １①、③において取り組んでまいります

9 近所で健康に良い取り組みや、参加できるものがあれ
ば、知りたいし、紹介もしたいです。親などに。

20 １①において取り組んでまいります。

10 サポーターに対しての講習会を希望します。 21 １③において取り組んでまいります。

11 かいご予防の為地域のボランティアを増やし育成 21 １③において取り組んでまいります。

12 素晴らしいと思います。が、やはり家から出ない方も
多いと思います。特にこの2年は外に出ると怖いから…

21 １②において取り組んでまいります。

13 介護予防、健康づくりでは、民間の力を引き出し役立
てて下さい。
今まで具体的な活動より、長年にわたっての会合が目
的のような活動がありました。

－ 横浜市において民間事業者との連携事業を進めて
おり連携してまいります。

横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けたアクションプラン（概要）に対する区民意見募集結果について

Ｎｏ ご意見
ご意見への回答

①介護予防・健康づくり（13件）



アクションプラン
該当ページ

内容

14 生活体制整備事業が始まって５年が経とうとしている
なか、進んでいるのか疑問です。南区で２団体しか出
来ていないのに2025年に間に合うのか？と思ってしま
います。コロナ禍になって通いの場の必要性を感じて
おり心配です。専門家を加えるなど高速化する必要が
あるのではないでしょうか？

24 R7年度末の目標値を「拡充」とし、更なる推進に
努めます。

15 コロナ禍でも活動を止めないために、スマートフォン
の普及率など課題はありますが、YoutubeやZoomを使
用した集まりなど、在宅でも活動参加できる高齢者向
け・子育て世代向けの取り組みを検討されてはいかが
でしょうか。（たとえば富田林市で行われているZoom
ラジオ体操のようなイベントなど）
仕事の関係でなかなか地域活動に参加できない現役世
代も、自宅から参加可能であれば多少ハードルが下が
るのではないかと思います。

23、24 ２②、③において取り組んでまいります。

16 多世代交流が地域包括ケアシステムをつくる上で、必
要なことだと思います。

23 ２②において取り組んでまいります。

17 世代間交流の場作りの充実
他地区に比べて場所等が少なく感じます。

23 ２②において取り組んでまいります。

18 小学生、中学生、高校生が高齢者とつながりのもてる
プランを充実させて欲しい。
「社会福祉」という授業とともに介護、話し相手、
ちょこっとお助けのような実体験を行うというカリ
キュラムを作って、お年寄りも子供サポートが出来る
相互で支援する仕組みが必要。
（お年寄りが、子供へ食事提供、勉強支援など出来る
ように）

23、24 ２②、③において取り組んでまいります。

19 ボランティアをやっています。講習会をやって下さ
い。

24 ２③において取り組んでまいります。

20 高齢者の活動できる場所がほしい 23、24 ２②、③において取り組んでまいります。

21 空き家の活用を進め高齢者サロンの設置につなげた
い。行政の協力をお願いする。

23 ２②において、関係部署とも協働し、可能な範囲
で取り組んでまいります。

22 顔の見える町、隣近所の声かけや、地域で見守り 23 ２①において取り組んでまいります。

23 高齢者一人暮らしが多くなり、ご近所付き合いや自治
会加入が減っている今、高齢者の見守りシステムは可
能なのか不安です。

23 ２①において取り組んでまいります。

24 高齢者が社会の中で居場所がいきいきと生活できるプ
ランを望みます。

23、24 ２②③において取り組んでまいります。

25 地域包括ケア南区アクションプラン生活支援の充実の
重点取組に
・「高齢者や障害者の方も含めて誰もが利用しやすい
施設を地区センターを中心に設備を充実させます。」
を追加する。
・高齢者を対象とした「生きがい」や「遣り甲斐」に
繋がる学びの場を地区センターを中心とした市民利用
施設で提供いたします。を追加する。

－ 横浜市においてシニアの生きがい創出を進めてお
り、担当部署とも連携し、可能な範囲で取り組ん
でまいります。

Ｎｏ ご意見 ご意見への回答

②生活支援の充実（12件）



アクションプラン
該当ページ

内容

26 ＡＣＰの普及、啓発に向けて、区内の居宅介護支援事
業者や訪問介護事業者等に「もしも手帳」を一定数備
えておき、利用者や利用者家族の希望者にお渡しでき
る仕組みを作って下さい。

27 ３③において取り組んでまいります。

27 多職種連携が実現できると良い 26 ３②において取り組んでまいります。

③在宅医療・介護連携（２件）

④介護・権利擁護（0件）

Ｎｏ ご意見 ご意見への回答



アクションプラン
該当ページ

内容

28 認知症対策として、認知症の人への接し方などについ
て具体的に理解してもらうための活動を進めていくと
良いと思います。

30 ５①において取り組んでまいります。

29 認知症の症状についての講演会をして欲しいです。 30 ５①において取り組んでまいります。

30 若い人も認知症が出たり。
高齢者の健康作り（健康寿命）と地域のケアプラザさ
んと密接にして行く。

30、20 ５①、１①において取り組んでまいります。

31 認知症対策ですが、認知症の方が活躍できる取り組み
を考えるべきだと思います！

30 ５②において取り組んでまいります。

32 認知症という言葉は多く聞かれ、使われているが、日
常生活を支援する為の勉強会・交流の場が増えると良
い。

30 ５①、②において取り組んでまいります。

33 特に認知症の方が多く見られるように感じています。
予防の支援していけるよう取り組みをお願いしたいで
す。

30 ５②において取り組んでまいります。

34 ボランティアとして、長年いろんな所に参加してきま
した。これから高齢になってきましたので、頭と体を
使って認知症予防をして家族に心配させないで長生き
したい。

30 ５②において取り組んでまいります。

35 サポーターに対しての講習会を希望します。 30 ５①において取り組んでまいります。

Ｎｏ ご意見 ご意見への回答

⑤認知症対策（８件）



アクションプラン
該当ページ

内容

36 動ける様になったので認知症もやっていく計画をして
います

－

37 イスに座って出来る事
ピカピカは楽しい
映画とか

－

38 週１回参加する事がとても楽しみです。
自分に出来る活動があれば参加したいと思います。

－

39 今まで活動をして来ました
色々な体操などとっても楽しくして来ましたので今ま
での事でとっても楽しくしてます。

－

40 現在楽しいです。
体を動かす事が好きです。
頭はあまり回転出来ないです。
歌も歌いたいです。
色々のボランティアも楽しいです。

－

41 毎週楽しみに待っています。でも苦手な手引きについ
て行けないのでなやんでいます。何か良い方法がある
かしらネ！

－

42 南吉田
歌声、認知症予防策
体操

－

43 弱者にやさしく人と人のつながりを大切にして安心し
て暮らせるまちにしていってほしいです。

－ 南区地域福祉保健計画とも連携し、取り組んでま
いります。

44 子育て関連でしか思いつきませんが、土日祝日、雨の
日の遊び場が無く困っています。
南区のログハウス(永田台)は遠すぎてなかなか行かれな
いし、行ってもそこの地域の親子で溢れてる。

－ 担当部署と情報共有致します。

45 地域へのわかりやすい補助金交付
使う人が使いやすいように

－ 各補助金の関係部署とも連携し、分かりやすい説
明ができるよう取り組んでまいります。

46 いつ何時来るかわからない災害に関する記述が少ない
と思います。災害に関する意識を高めるためにも方向
性をもった具体的活動の明確化をお願いします。

－ 関係部署とも連携し、取り組んでまいります。

47 町内会への参加、町づくりなど地域のつながりを強め
るプランを入れてほしい。高齢者が活躍できる町内の
役割を充実させてほしい。

－ 関係部署とも連携し、取り組んでまいります。

ご質問、ご意見、その他分野との連携、激励のお言葉等(28件）

Ｎｏ ご意見 ご意見への回答

活動へのご参加、ありがとうございます。今後も
継続して取組を進めてまいります。



アクションプラン
該当ページ

内容

48 これからは高齢者が増えていく上で必要なプランだと
思います。

－

49 大変だと思いますが、地域のために頑張って下さい。 －

50 私達のために区役所の方ががんばってくれるのは大変
ありがたいことです。
これからもよろしくお願いいたします。
お世話になります。

－

51 この取組が多くの方に伝わる様に希望します －

52 スローガンいいですね。
重点取組が多くあげられています。
すべて取組めるといいです。
①～④などは優先順位ですか？

－ 特に優先順位はございません。

53 生ゴミ（ゴミ全体）の出し方を、教えて頂きたい。
外国人が多いので皆様との助け合いをしたいと思いま
す。

－

54 個人的に、マンション住民や国籍が違う方などが特に
無関心で、地域包括ケアシステムには非協力的な気が
する。このような方々をどのように協力いただくかが
鍵になると思う。情報発信だけでは、到底参加してい
ただけないと感じています。

－

55 下町の雰囲気が残る南区で、南区らしい地域のつなが
りを作って行けるプランが必要だと思います。「仲良
くけんか」するような雰囲気が南区の良い所だと感じ
ます。

－ いただいたご意見を参考に、こうした南区の活か
せるような支援を心掛けてまいります。

56 誰がそれをやり遂げるのかということが、イメージし
にくく、私にはわかりませんでした。絵にかいた餅っ
ぽいです。

－

57 難しくてよくわかりません。 －

58 具体的にどうすればいいのか、どのように助けてくれ
るのかが伝わらないのではないかと感じました。

－

59 つらつらと書かれてあり、まとまっているようで、わ
かりにくいというのが正直なところ。もう少しシンプ
ルでわかりやすく伝えていただきたいです。

－

60 とても良く作り込まれていると思います。
ただ、字が多すぎて、これを読んで、意見がほしいと
言われても、やる気が湧かないと感じました。裏面の
左半分で、伝えるくらいで良いのではないでしょう
か。

－

61 とても良いと思う。絵に描いた餅にならないように、
助成金などでNPO法人などの協力も得ながらしっかり
取り組んでもらいたい。

－ いただいたご意見を参考に、取組を進めてまいり
ます。

激励のお言葉、ありがとうございます。今後も取
り組みを進めてまいります。

関係部署とも連携し、情報共有を進めてまいりま
す。

ご意見を受け、見やすく分かりやすい内容を心掛
けました。

Ｎｏ ご意見 ご意見への回答



アクションプラン
該当ページ

内容

62 プランを実施するには時間と場所と費用とが要する。
区社協、地域ケアプラザ、地域コミュニティハウス、
地域の各自治会館、又は空き家等の有効利用出来るよ
う整備する。そこにボランティア精神をもつ人を投入
する。

－ 関係部署とも連携して取り組んでまいります。

63 魚の釣れる池がほしい。 － 貴重なご意見ありがとうございました。

Ｎｏ ご意見 ご意見への回答


	Sheet1

