
平成 28 年度 中区区レベル地域ケア会議   

日 時 平成 29 年２月 23 日（木）11:10～12:00 
場 所 区役所 7 階 703 会議室 

 
開 会 
 
１ あいさつ 
 
２ 議事 
（１）中区地域ケア会議の体制について        資料１ 
                           
 
 
（２）生活支援部会について （報告）        資料２－１ 

資料２－２ 
資料２－３ 

 
 
（３）地域資源創出部会ついて（報告）        資料３ 
 
 
 
（４）在宅医療推進部会について（予定）       資料４ 
 
 
 
３ その他 
平成 29 年度区レベル地域ケア会議について 

 ・中なかいいネ！推進会議と同日に開催予定（２回程度）です。 
 ・引き続き、3 部会（生活支援部会・地域資源創出部会・在宅医療推進部会） 
  のご報告をします。 
 ・「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた行動指針（中区版）」を策定予

定であるため、ご意見を伺います。 
 
閉 会 



平成２８年度中区　区レベル地域ケア会議　出席者名簿

No. 所属 氏名 フリガナ 出欠

1 第四地区北部連合町内会 伊藤　正 ｲﾄｳ　ﾀﾀﾞｼ 出席

2 本牧中学校 伊藤　次雄 ｲﾄｳ　ﾂｸﾞｵ 出席

3 横浜商工会議所 稲田　典昭 ｲﾅﾀﾞ　ﾉﾘｱｷ 欠席

4 関内地区社会福祉協議会 井上　圓三 ｲﾉｳｴ　ｴﾝｿﾞｳ 出席

5 中区青少年指導員協議会 植草　章江 ｳｴｸｻ　ﾌﾐｴ 欠席

6 寿地区民生委員児童委員協議会 梅田　達也 ｳﾒﾀﾞ　ﾀﾂﾔ 出席

7 第一北部地区社会福祉協議会 大嶋　生雄 ｵｵｼﾏ　ｲｸｵ 欠席

8 本牧和田地域ケアプラザ 太田　友希 ｵｵﾀ　ﾕｷ 出席

9 中区主任児童委員連絡会 大西　尚美 ｵｵﾆｼ　ﾅｵﾐ 出席

10 中区社会福祉協議会 金子　豊 ｶﾈｺ　ﾕﾀｶ 欠席

11 第４地区南部元気づくり推進協議会 鎌倉　崇 ｶﾏｸﾗ　ﾀｶｼ 欠席

12 （公財）横浜市国際交流協会 木村　博之 ｷﾑﾗ　ﾋﾛﾕｷ 出席

13 中区ボランティア連絡会 佐々木　茂雄 ｻｻｷ　ｼｹﾞｵ 出席

14 中区保健活動推進員会 清水　綾子 ｼﾐｽﾞ　ｱﾔｺ 出席

15 中区食生活等改善推進員会 島村　圭子 ｼﾏﾑﾗ　ｹｲｺ 出席

16 中区社会福祉協議会 小嶋　正夫 ｺｼﾞﾏ　ﾏｻｵ 出席

17 新本牧地区民生委員児童委員協議会 鈴木　聖一 ｽｽﾞｷ　ｾｲｲﾁ 出席

18 第三地区連合町内会 鈴木　敏夫 ｽｽﾞｷ　ﾄｼｵ 欠席

19 第一中部地区社会福祉協議会 中村　徹 ﾅｶﾑﾗ　ﾄｵﾙ 出席

20 中区薬剤師会 高橋　洋一 ﾀｶﾊｼ　ﾖｳｲﾁ 出席

21 本牧・根岸地区社会福祉協議会 丹羽　博利 ﾆﾜ　ﾋﾛﾄｼ 出席

22 中区民生委員児童委員協議会 程島　正雄 ﾎﾄﾞｼﾏ　ﾏｻｵ 出席

23 第二地区連合町内会 松澤　秀夫 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 出席

24 山吹町、富士見町、長者町３・４連合町内会 三村　嘉延 ﾐﾑﾗ　ﾖｼﾉﾌﾞ 出席

25 中区医師会 向山　秀樹 ﾑｶｲﾔﾏ　ﾋﾃﾞｷ 欠席

26 第六地区連合町内会 柳島　富男 ﾔﾅｷﾞｼﾏ　ﾄﾐｵ 出席

27 石川打越地区連合町内会 依田　龍治 ﾖﾀﾞ　ﾘｭｳｼﾞ 出席

28 中区スポーツ推進委員連絡協議会 米山　満 ﾖﾈﾔﾏ　ﾐﾂﾙ 出席

29 中区障害者団体連絡会 渡部　専枝郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾﾝｼﾛｳ 出席

30 明治学院大学 清水　浩一 ｼﾐｽﾞ　ｺｳｲﾁ 出席

31 中区歯科医師会 簫　敬意 ｼｮｳ　ｹｲｲ 出席

32 中区福祉保健センター 岩田　眞美 ｲﾜﾀ　ﾏﾐ 出席

33 中区福祉保健センター 巻口　徹 ﾏｷｸﾞﾁ　ﾄｵﾙ 出席



２）　区レベル地域ケア会議の3部会について

目　的 開催日時 今回のテーマ
　　　　　　　　メンバー
※テーマごとに招集するメンバーを検
討します

生活支援
部会

　生活支援サービスの充
実に向けて、主に「介護予
防」「生活支援」「住まい」の
観点から、健康づくりや高
齢者の社会参加、地域の
見守り体制の強化、住まい
のサポート等について検討
する

平成28年
11月17日（木）
9:30～11:30

認知症予防と認知症
に対する住民理解を
広める取組について
～住民とともにでき
る小さなお手伝いと
ゆるやかな見守り～

民生・児童委員
保健活動推進員
老人クラブ・友愛活動員
障害者支援団体
交通機関
警察・消防
介護関係者
認知症キャラバンメイト
脳トレリーダー
認知症サポーター企業
医師会・歯科医師会・薬剤師会
病院
地域ケアプラザ
区社協

地域資源
創出部会

　地域資源の創出に向け
て、主に「介護」「介護予
防」「生活支援」の観点か
ら、総合事業を実施するう
えので課題解決や、地域
のつながりの創出、日常生
活をサポートする地域資源
の調査・活用等について検
討する

平成29年
2月21日
（火）

10:00～12:00

中区の高齢者世帯
（要介護認定者は除
く）の生活支援（家
事支援）のニーズと
実態について

シルバー人材センター
訪問介護事業所
NPO家事支援事業所
民生・児童委員
自治会・町内会役員
老人クラブ・友愛活動員
ケアマネジャー
地域包括支援センター
第２層生活支援CO

在宅医療
推進部会

　在宅医療体制の構築に
向けて、地域における「介
護」と「医療」のネットワーク
を強化し、在宅医療者の服
薬支援や口腔衛生支援、
訪問診療体制の整備、在
宅看取りの啓発等につい
て検討する

平成29年
3月1日
（水）

20:00～21:00

在宅看取りに関する
現状データを関係機
関で共有する

医師会
歯科医師会
薬剤師会
JCHO横浜中央病院
みなと赤十字病院
在宅医療相談室
訪問看護ステーション
ケアマネジャー
地域包括支援センター
横浜市消防局　中消防署

１　シルバー人材センターの活動状況紹介と課題
２　地域での家事支援のニーズと支援状況
３　次年度の協議会の検討内容

分析データの共有
　死亡場所別死亡者数
　住所地別、死因別、看取った医療機関別死亡者数　等

１）平成28年度　中区地域ケア会議について

内　容

１　中区地域ケア会議の体制と生活支援部会について
２　平成27、28年度　個別レベル、包括レベル地域ケア会
　　議の開催状況について
３　中区の認知症支援事業について
４　各団体の認知症に関する取組と今後の予定等について
５　平成29年度実施予定の「区民のつながりで伝えよう！
　　認知症に関する啓発事業」について

区レベル

地域ケア会議

2/23（木）

中なかいいネ！推進会議

と同日

在宅医療推進部会 地域資源創出部会

生活支援部会

報告

提案

市レベル地域ケア会議

不老町 4回「買い物」「認知症支援」

本牧和田 2回「集いの場」「災害支援」

簑沢 1回「地域のつながり」

麦田 1回「障害者支援」

本牧原 1回「高齢者の住み替え」

新山下 2回「認知症支援」「退院支援」

麦田 2回「妄想のある方の支援」「障害制度」

本牧原 2回「高齢者の住み替え」

本牧和田 2回「認知症支援」「単身高齢者支援」

検討された内容を

地域に情報発信

施策への提言

住まい

介護予

防

生活支

援

介護

医療

連携

包括レベル地域ケア会議

個別レベル地域ケア会議

資料１



資料２－１ 

中区区レベル地域ケア会議 生活支援部会について（報告） 

 

◆日 時 平成 28年 11月 17日（木）9:30～11:30 

◆場 所 開港記念会館 6号会議室 

◆テーマ「認知症予防と認知症に対する住民理解を広める取組について」 

     ～住民とともにできる小さなお手伝いとゆるやかな見守り～ 

◆出席者 33機関 40人参加 ※名簿 資料２－２参照 

 

１ 議事内容 

１）中区地域ケア会議の体制と生活支援部会について   

・地域包括ケアシステム推進のための地域ケア会議について  

・中区区レベル地域ケア会議の体制と生活支援部会について  

・中区認知症に関する現状について  

 

２）平成 27、28年度 個別レベル、包括レベル地域ケア会議の開催状況について  

各地域ケアプラザより報告  

 

３）中区の認知症支援事業について   

・認知症ガイドマップ 

・中区徘徊高齢者等探してネットワーク        

・介護者のためのこころの相談 

・認知症サポーター養成講座とサポーター企業認証 

 

４）各団体の認知症に関する取組と今後の予定等について  

  参加者が、それぞれの団体で行っている認知症に関する取組を共有する。 

  ○横浜市交通局関内管区駅 

   徘徊高齢者等発見協力体制について 

 ○神奈川県伊勢佐木警察署生活安全課 

   徘徊高齢者等発見協力体制について 

 ○キャラバンメイト 

   認知症サポーター講座の活動状況について 

  ○歯科医師会 

  薬剤師会と合同で認知症サポーター養成講座を実施。 

 ○オレンジカフェけみく 

   認知症カフェの運営について 

 

 

 



資料２－１ 

５）平成 29年度「区民のつながりで伝えよう！認知症に関する啓発事業」について  

  ※資料２－３参照 

   新規事業に対する意見交換やボランティアの募集や受け入れ先に関する協力依頼 

○ナカナカフェ 

    障害者、認知症高齢者双方に住みやすい町づくりに協力していきたい。 

   ○みなと赤十字病院 

    H29年度事業への会場協力にあたり、院内の動線やスペース等を調整中。 

   ○（株）ファンケル ファンケル大学 

    認知症発症リスク評価をする遺伝子検査や認知機能向上の効果がある食品成分を

販売。地域に出向いて生活習慣病予防等の講座を開催。 

アンケート結果から 

・認知症予防のニーズが多いため、合わせて啓発してほしい。 

・事業周知に協力できる。 

・認知症予防に関する協力が可能。 

・具体的なことはないが、出来ることは協力する。 

 

２ 生活支援部会に関するご意見 

アンケート結果から 

・中区で多くの方が関わっていることがわかった。 

・中区の実態が理解できた。 

・地域の方の話を聞きたかった。 

・各団体が今後どう連携し、高齢者を支援していくかを話し合えれば良い。 

・それぞれの団体が抱えている課題等を意見交換できると良い。 

 



所属等

1 東日本旅客鉄道（株）　関内駅 上野　耕一

2 横浜市交通局　関内管区駅 宮下　　恵

3 京浜急行電鉄（株）　日ノ出町駅 欠席

4 横浜高速鉄道（株）　総務課 欠席

5 横浜市交通局自動車本部　運輸課 小池　崇裕

6 横浜市消防局　中消防署 柴田　尚正

7 神奈川県伊勢佐木警察署　　生活安全課 西澤　雅彦

8 神奈川県加賀町警察署　　生活安全課 加藤　英知

9 神奈川県山手警察署　　生活安全課  宍戸　和代

10 神奈川県横浜水上警察署　　生活安全課 欠席

11 中区認知症キャラバンメイト 関根　津多子

12 脳トレリーダー 吉浜　正美

13 （株）ファンケル　ファンケル大学 山口　宏二

14 横浜市役所内　郵便局 谷田部　朋子

15 中区基幹相談支援センター（みはらしポンテ） 岩屋　文夫

16 中区障がい者生活支援スペース　ぽーと 新保　一仁

17 ナカナカフェ 室津　滋樹

18 中区民生委員・児童委員協議会 程島　正雄

19 中区保健活動推進員会 松澤　秀夫

20 中区老人クラブ連合会
友愛活動委員会 加茂　満子

21 中区医師会　かねこ内科 金子　浩

22 中区医師会　内藤クリニック 内藤　弘一

23 中区歯科医師会　大洋歯科クリニック 簫　敬意

24 中区薬剤師会 欠席

25 横浜市立みなと赤十字病院　総務課 穴吹　恵理

26 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院 矢郷　敦子 斉藤　聖子

27 オレンジカフェ　けみく
(有）元町ケアサービス 加藤　由紀子

28 コミュニティカフェ　おしゃべりば 村田　美智子

29 認知症グループホーム
ライフインハウス日ノ出鈴木　慶太

30 中区社会福祉協議会 小嶋　正夫 草苅　勝 尾崎　直美

31 不老町地域ケアプラザ　 水越　洋二 野口　貴代

32 新山下地域ケアプラザ　　　 鬼頭　和秀 森　夏樹

33 麦田地域ケアプラザ　   荒木　千穂

34 本牧原地域ケアプラザ　　　     品川　エミリー 成田　多美子

35 本牧和田地域ケアプラザ　　 太田　友希 田中　三恵子

36 簑沢地域ケアプラザ　　　    森田　　敦

37 中福祉保健センター長 岩田　眞美

38 中福祉保健センター担当部長 巻口　徹

出席者

平成28年度　中区区レベル地域ケア会議　生活支援部会　出席者名簿 資料２－２



1

区民のつながりで伝えよう！認知症に関する啓発事業

ボランティア養成講座
（平成29年５～８月）

●認知症とは
●中区の認知症支援
●話を聞くコツ
●コグニサイズとは
●美と健康について 等

認知症に
関心がある区民

他

認知症
キャラバンメイト

認知症サポーター
養成講座受講者

脳トレリーダー

みなと赤十字病院 ナカナカフェ

区民のつながりで伝えよう！認知症に関する啓発事業

認

認 認

認知症予防の
コグニサイズって
知ってますか？ 認知症ガイドマップ

見たこと
ありますか？

H29年９月～30年2月

週1回 3か月間 試行

出店形式（区民が集まる場に出向く）

ボランティア

資料２－３



2

区民のつながりで伝えよう！認知症に関する啓発事業

3年後のイメージ

出店形式
認知症に関する情報提供

中区

病院
学校

ナカナカフェ

企業

認知症カフェ

薬局

サロン

認知症になっても暮らしやすい中区に向けて

認知症に関する普及・啓発の促進

●認知症サポーターの増加
●認知症サポーター企業の増加
●認知症予防 等

認知症の容態に応じた医療・介護の提供

●認知症の医療・介護の充実
●認知症の早期診断・早期対応
●認知症初期集中支援チームの設置 等

認知症にやさしい地域づくり

●地域の居場所（認知症の人の社会参加）
●介護者のためのこころの相談
●認知症カフェ
●地域での見守り体制
●家事等の生活支援 等

区民のつながりで伝えよう！
認知症に関する啓発事業

平成29年度開始予定 ボランティア養成
理解者
を

増やす

支援者
を

増やす

専門職
の充実

資料２－３



資料３ 

平成 28年度 中区区レベル地域ケア会議 地域資源創出部会   

 

◆日 時 平成 29年２月 21日（火）10:00～12:00 

◆場 所 区役所 7階 702会議室 

◆テーマ「中区の高齢者世帯（要介護認定者は除く）の家事支援のニーズと実態について」 

◆出席者 15機関 18人参加 ※名簿 裏面参照 

 

議事内容 

１ 地域資源創出部会について説明               

  

 

２ 中区ボランティアセンターで把握している家事支援に関する相談について 

 

 中区ボランティアセンターより報告 

 

 

３ 中区の家事支援の事業所紹介と実績  

  

 フルライフ関内 

 ゆうゆう assist訪問介護サービスセンター 

 NPOなかまごころの会 

 シルバー人材センター南事務所  より報告               

 

 

４ 地域から受ける家事支援の相談と対応について   

 

  町内会長、民生委員、友愛活動委員、地域ケアプラザ職員より家事支援に関する相談に

ついて報告 

 

 

５ 次回に向けて  

 

 

 

 



平成２８年度中区　区レベル地域ケア会議　出席者名簿

所属 氏名 活動内容

1
中区民生委員・児童委員協議会
新山下1丁目自治会

程島　正雄

2 第4北部　民生委員・児童委員協議会 白井　則子

3 中区老人クラブ連合会　友愛活動委員会 加茂　満子

4 ニチイケアセンター関内 数野　浩子

5 元町ケアサービス 加藤　由紀子

6 フルライフ関内 佐藤　順子

7 ゆうゆうassist訪問介護サービスセンター宮地　綾子

8 竹内　松雄

9 髙野　麻美

10 湯澤　俊哉

11 斉藤　みや子

12 不老町地域ケアプラザ 田村　秀貴

13 新山下地域ケアプラザ 木村　美沙紀

14 麦田地域ケアプラザ 荻野　尚

15 簑沢地域ケアプラザ 堀　みゆき

16 本牧原地域ケアプラザ 片山　奈津子

17 本牧和田地域ケアプラザ 諸石　佳子

18 不老町地域ケアプラザ 水越　洋二

1 小嶋　正夫

2 草苅　勝

3 尾崎　直美

4

5 田畑　哲夫

6 鈴木　直子

7 山田　勝尚

平成28年度　中区区レベル地域ケア会議　地域資源創出部会　出席者名簿

高齢者の訪問や見守り

事務局

NPOなかまごころの会

シルバー人材センター南事務所

中区社会福祉協議会

中福祉保健センター　高齢・障害支援課

ケアマネジャー
介護保険サービス利用
者のサービス調整

介護保険サービスの訪
問介護や介護保険外の
家事支援

家事支援

会員の高齢者に短期的
な仕事を提供する

地域の高齢者に関する
相談窓口



資料４ 
平成 28年度 中区区レベル地域ケア会議（在宅医療推進部会）案 

 

１ 開催日時・会場 

 ３月１日（水）20:00～21:00 中区医療センター2階 会議室 

   

２ テーマ 

「在宅看取りに関する現状と将来推計分析データを関係機関で共有する」 

 

３ テーマ選定の理由 

  医療局で委託調査している「平成 28年度 横浜市在宅医療基礎調査」結果を関係機関と共有 

し、在宅看取り需要に向けた対応策の検討の契機とするため。 

 

４ 内容 

 分析データの共有 

  死亡場所別死亡者数  

  住所地別、死因別、看取った医療機関別死亡者数 等 

 

５ 招集メンバー 

医師会  

歯科医師会  

薬剤師会  

JCHO横浜中央病院       

横浜市立みなと赤十字病院 

 在宅医療相談室 

 訪問看護ステーション 

ケアマネジャー  

地域包括支援センター  

横浜市消防局 中消防署  
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