令和３年9月17日
西区自治会・町内会長

各位
西区福祉保健課長
西区高齢・障害支援課長

第4期西区地域福祉保健計画（にこまちプラン）及び横浜型地域包括ケアシステム
の構築に向けた西区アクションプランへの意見募集について（周知）

新秋の候 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より、福祉保健行政等の推進に、御理解、御協力いただき、厚くお礼申し上げます。
この度、西区では、「第 4 期西区地域福祉保健計画」（愛称：にこまちプラン）の素案、並びに
横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた「西区アクションプラン」の概要版案を作成いたしま
した。
つきましては、区民の皆さんの御意見を広く聴取するため、次のとおり意見募集を行いますの
で、周知に関する御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
１

２

３

周知する意見募集の対象
・第4期西区地域福祉保健計画（にこまちプラン）素案
・横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた西区アクションプラン 概要版案
意見募集の概要
(1) 募集期間
令和３年10月11日（月）～11月10日（水）
(2) 対象者
西区在住、在勤、在学の方
(3) 募集方法
概要版を区内の地区センター、地域ケアプラザ及び区役所・西区福祉保健活動拠点フクシア
で配布するとともに次の方法で御意見を伺います。
・概要版添付の意見提出用紙を設置場所備え付けの意見募集箱に投函
・ＦＡＸ
・Ｅメール
・西区役所23番及び27番窓口へ提出
・ホームページ（電子申請）
(4) 意見募集に関する広報
広報よこはま西区版10月号、西区ホームページへの掲載等
その他
意見募集等についての御質問等がありましたら、下記問合せ先を御案内ください。
【問合せ】
＜にこまちプランについて＞
福祉保健課 事業企画担当：東海、小髙、平野
電
話 :３２０-８４３３
F A X
:３２０-３７０３
e-mail：ni-nikomachi@city.yokohama.jp
＜アクションプランについて＞
高齢・障害支援課 地域包括ケア推進担当：村上
電
話 :３２０-８４１０
F A X
:２９０-３４２２
E-mail：ni-houkatsucare@city.yokohama.jp

意見募集について
西区地域福祉保健計画

令和

検索

３年 10 月 11 日（月）～11 月 10 日（水）

概要版

第４期西区地域福祉保健計画（計画期間：令和 ３～７年度）

■募集方法

◎計画の全体構成

別紙「ご意見記入シート」にご記入の上、区役所、フクシア、西区内の地域ケアプラザや地区センタ
ー等に設置してある意見募集箱に投函してください。

★ご意見は、インターネットでも送ることができます。
右のＱＲコードで特設サイトにアクセスの上、送信してください。

（今後のスケジュール）
【2021 年】
■意見募集 １１月 10 日まで
【2021 年 12 月～2022 年１月】
■いただいた意見の公表
■計画策定
【2021 年 4 月】（予定）
■第 4 期計画 スタート

にこやか しあわせ くらしのまちプラン

素案は西区ホームページからも
ご覧いただけます。西

■募集期間

※いただいたご意見等は取りまとめの上、ホームページで公表します。

にこまちプランとは
西区では、「にこまちプラン（西区地域福祉保健計画、愛称：にこやか しあわせ くら
しのまちプラン）」を、目指すまちの未来の姿を地域の皆さんと共有し、福祉保健の分
野にとどまらない地域のさまざまな課題について、地域が主体となり、区や区社協等
といっしょに、解決していく総合的な計画としています。
「にこまちプラン」は、住み慣れたまちで誰もがにこやかに、しあわせに、いきいきとく
らし続けられるよう、人々がつながり、ともに支えあうまちをつくるための計画です。

送付・問合せ先
西区役所福祉保健課事業企画担当
■〒２２０-００５１ 西区中央１-５-１０
■TEL：０４５-３２０-８４３７ ■FAX：０４５-３２４-３７０３
■Ｅメール：ni-nikomachi@city.yokohama.jp

★今回の意見募集の対象外となりますが、
策定時に第４期計画として追加します。

「地区別計画」は現在策定中！

地区別計画は、地区連合町内会をエリアとして、地域が主体的に地域の課題を考え、その解決に向けた
取組を進めるための計画です。現在、計画は、地域のさまざまな方面で活動する皆さんが中心となって、
話し合いを重ねながら進めています。

を目指します！
地区別計画
⇒下記※参照

●地区の特徴や課題にあわせた身近な取組
●区や区社協などと一緒に、地区の皆さんが

地区では把握
しにくい課題
（障害、認知症対応等）

主体的に進める取組

区全体計画

地区に共通する課題
（つながり、担い手、情報など）

⇒次頁

区全体の共通課題
への対応

地区別計画や地域の活動を
支援するための取組

第４期 にこまちプラン
※地区別計画について
地区連合町内会をエリアとして地域が主体的に地域の課題を考え、その解決に向けた取組を進めるための計画です。

◎５つの基本目標別の目指すまちの姿

◎区全体計画
にこまちプランの推進を通して、地域力を高め、地域の皆さんが主体的に課題解決の
取組を進めることができるよう、３つの方向性に沿って、区全体計画をまとめました。

策定にあたっての
３つの方 向 性

【方向性１】地域のつながり・新たな地域福祉の担い手を広げます
【方向性２】地域みんなで支えあい、課題解決ができる地域づくりを進めます
【方向性３】あらゆる世代や生活形態にあわせて情報が届く取組を広げます

基本理念
西区に住む私たちは、住み慣れたまち
で、誰もがにこやかに、しあわせに、いきい
きとくらし続けることを目指します。
そのために、自分たちでできることは自
分たちで行い、人々がつながり、みんなが
ともに支えあうまちをつくります。

目標１

目標２

地域全体で声を掛けあい、お互いが
支えあう関係をつくり、安全で安心な
暮らしを実感できるまちを目指しま
す。

健康づくりや積極的な地域活動への
参加を通じて、誰もが、いつまでも自分
らしくいきいきと暮らし続けることの
できるまちを目指します。

災害に向けた防災・減災の取組

健康づくりに繋がる
取組や情報発信

地域資源の発⾒・開発
防犯活動に向けた活動⽀援

⾝近な地域で
気軽に参加しやすい場づくり
健康づくり・介護予防の
担い⼿育成

目標３

目標４

障害や認知症等のあるなしに関わ
らず、地域のみんながお互いを認め合
い、ともに暮らすまちを目指します。

地域の一員として自分ができる活動
を主体的に行い、互いにつながり、支え
あうことで、いつまでも暮らしやすく安
心なまちを目指します。

障害や認知症などの普及啓発

５つの基本目標

障害のあるなしに関わらず
地域全体でのつながりづくり

目標１
安全が確保され、安心なまち
目標２
活気にあふれ、健康なまち

権利擁護の取組

目標３
一人ひとりの個性を認めあい、
みんなが共存するまち

目標４

スポーツ
支えあい
防災・防犯

つながり

健康づくり

環境
美化

目標５
家庭・地域・学校などが一体となっ
て子どもを見守り、子どもたちが心豊
かで健やかに成長できるまちを目指
します。

目標５
子どもが健やかに
成長できるまち

地域全体が
つながりを持つまち

犯罪や⾮⾏からの⽴ち直りに
関する活動⽀援

⼦育て情報の発信

障害福祉
子ども・子育て
高齢者
まちの活力

⼦ども・⼦育て世代への
啓発、つながりづくり
親⼦・児童の居場所の
関係機関ネットワーク
充実
読書活動を通したつながりづくり

西区のマスコットキャラクター
にしまろちゃん

情報発信の強化
⾃治会・町内会の
充実・拡充に向けた⽀援
地域活動の担い⼿づくり
若い世代を含めた
新たなつながりづくり
様々な主体が連携した地域づくり
⾼齢者が安⼼して
⾃宅で暮らせる地域づくり
地域での⾒守りの充実
早期発⾒・早期解決に向けた
ネットワークの強化と地域づくり

災害に
健康

（案）

横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた
西区アクションプラン（概要版）
西区では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができる
よう、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供される体制（地域包括ケア
システム）の構築を目指し、平成29年度に指針を策定して取組を進めてまいりました。
令和3年度からは、各取組の名称も「横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた西区アク
ションプラン」(以下西区アクションプラン)へ変更して、新たに策定します。
この内容について、区民の皆様からご意見を募集します。

にこまちプランと一体的に進める西区地域包括ケアシステムの構築
にこまちプラン
⻄区に住む私たちは、住み慣れたまちで誰もがにこやかに、しあわせに、い
きいきと暮らし続けることを⽬指します。そのため、⾃分でできることは⾃
分たちで⾏い、⼈々がつながり、みんながともに⽀えあうまちをつくります。

基本
理念

地域包括ケアシステムの構築
高齢者一人ひとりが、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期ま
で続けられるよう、包括的な支援・サービスが提供される体制を築きます。

在宅医療・
介護連携

⽣活⽀援や
社会参加の
充実

区役所

健康づくり・
介護予防

認知症対策

医師会
在宅医療相談室
歯科医師会

区社会福祉
協議会

（在宅歯科医療相談室）

西区の目指す姿、取組
支援団体

地域ケアプラザ

薬剤師会
浅間台
藤棚
宮崎
⼾部本町

西区の課題
● 要介護認定の出現率は、前期高齢者で18区中12番目と、市の平均よりやや低い状況ですが、後期高
齢者になると上から２番目と高くなり、継続した社会参加の場の確保や介護予防・重症化予防の取組
の推進が必要です。
● 単身高齢者や高齢者世帯が増える中、これまで以上に「住民どうしで助け合い・支えあう仕組み」の
充実や、それを担う人材の確保、育成が求められています。

区の⽅向性

「在宅医療・介護連携」「⽣活⽀援や社会参加の充実」「健康づくり・介護予防」「認知症
対策」の４つの分野について、介護・医療・介護予防など、幅広い分野にわたる多くの関係
者が、組織や職種を超えて連携し、同⼀の⽬標に向かって取り組んでいきます。
在宅医療・介護連携

【⽬指す姿】
〇疾病や障害がありながらも、本⼈や家族が望めば、医療職・介護職の連携した⽀援をうけ、
住み慣れた地域で安⼼して最期まですごすことができています。
〇⾼齢者が⾃らの意思で、⼈⽣の最期まで⾃分らしく⽣きることができています。

◎療養⽣活や治療を、患者や家族が⾃ら選択・決定でき、在宅⽣活を望む⽅
には在宅での看取りを⾏うことを可能にするため、医療と介護の連携や病院
と在宅医療との切れ⽬のない連携を進めます。
●「在宅におけるチーム医療を担う⼈材育成研修」の開催
●「⻄区在宅療養ガイド」にACP(※１)の内容を加えて改訂
(※１)⼈⽣会議。アドバンス・ケア・プランニングの略

▲⻄区在宅療養ガイド

⽣活⽀援や社会参加の充実
健康づくり・介護予防

【⽬指す姿】
○⾃分でできることは⾃分で⾏いながら住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、⽀援を要す
る⾼齢者への様々な主体による⽣活⽀援があります。
○⾼齢者⾃⾝が孤⽴することなく、⽣きがいや役割をもって、⾃分らしく暮らし続けられるよ
う、様々な社会参加の機会があります。
◎⾼齢者の⽣活課題の解決に向け、⾝近な助け合いや新たなサービスの創
出を進めます。また、⾼齢者の社会参加を促し、活躍できる場を充実させ
ていきます。
区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザによる地区⽀援チームがに
こまちプランと連動させながら地域の取組を⽀援します。
●⾃治会や集合住宅等の⼩規模エリアでの⽀援やつながりを模索
●「地域で⾒守りガイドブック」等を活⽤した、⾒守り活動の充実やネッ
▲⾒守り組織「ふれあい会」活動の様⼦
トワークの構築
●新たな⽣活様式に対応したつながりの創出
【⽬指す姿】
○多様な主体との連携を進め、介護予防の取組が推進されるとともに、関⼼の薄い⽅が興味を
持つことができる機会を提供できています。
○ころばんよ体操などを切り⼝とした介護予防を実践・継続できる場があり、地域の中でつな
がりができています。
◎⻄区のご当地体操「ころばんよ体操」等の普及を通じて、介護予防、特に
ロコモティブシンドローム(※２)（以下ロコモ）予防およびオーラルフレイル
予防の重要性・必要性を広く周知するとともに、地域において⾃主的に介護
予防活動を⾏う⼈材の育成を進めます。
●⾝近で気軽に通える場の⽴ち上げ、活動団体の継続⽀援
●介護予防活動に取り組む「げんき活動応援団」等リーダー研修会の開催
●介護予防の知識・取組を広く周知 ※２運動器の機能が低下した状態

▲「ころばんよ体操」解説書

認知症対策

【⽬指す姿】
○認知症について正しく理解し、地域で⽀えあうことの必要性を認識している⽅が増え、認知
症の⽅・介護者の⽅が安⼼して暮らし続けられるまちになっています。
◎「⻄区認知症ガイド」「広報よこはま⻄区版」等を活⽤した普及
啓発や、地域の関係機関との連携に努め認知症の⽅をあたたかく⾒
守るネットワークの拡充を進めます。
●認知症普及啓発講演会および認知症予防講演会の実施
●関係機関と連携強化のため認知症連絡会等の開催
●早期発⾒・早期対応にむけた医療機関との連携推進
●権利擁護事業(成年後⾒制度の利⽤促進等)の推進

▲「⻄区認知症ガイド」「⻄区お店版認知症ガイド」

①第４期

にこまちプラン（西区地域福祉保健計画）素案

② 地域包括ケアシステムの構築に向けた 西区アクションプラン概要版案

募集期間

令和３年10月11日（月）～令和３年11月10日（水）

地域の身近な生活課題全般の解決に向け
て、様々な取組を推進していくための計
画です。

高齢者が住み慣れた街で暮らし続けるた
め支援の方向性を定めた計画です

※にこまちプランと西区アクションプランは、共通する理念や考え方を共有し、
一体的に推進しています。

--------------------✂------------------キリトリ線-------------------✂-------------------意見提出用紙

各プランについて、ご意見・ご提案をご記入ください。

①「第4期にこまちプラン
（西区地域福祉保健計画）」【素案】について

②地域包括ケアシステムの構築に向けた
西区アクションプラン（素案）について

ご意見・ご提案をお寄せいただく方法

募集箱

【設置場所】
●地域ケアプラザ
●地区センター

●福祉保健活動拠点（フクシア）
●区役所
など

電子申請フォーム
① にこまちプラン

パソコン・スマホ

メール

ＦＡＸ

② 西区
アクションプラン

① ni-nikomachi@city.yokohama.jp
② ni-houkatsucare@city.yokohama.jp
① ０４５-３２０-３７０３
② ０４５-２９０-３４２２

--------------------✂------------------キリトリ線-------------------✂-------------------ご記入いただいく方（あなた）について

いただいたご意見・ご提案について
当てはまるものに〇をつけてください
【西区とのつながり】
a. 住んでいる
b. 通勤・通学している
c. その他

※お名前の記入は不要です。

ご協力ありがとうございました。

発行・お問合せ
① にこまちプラン
西区役所
福祉保健課事業企画担当
TEL：３２０-８４３３
FAX：３２０-３７０３
E-mail：ni-nikomachi@city.yokohama.jp

② 西区
アクションプラン
西区役所
高齢・障害支援課
地域包括ケア推進担当

ＨＰはこちら
↓

【年代】
a. 20歳未満
b. 20～39歳
c. 40～59歳
d. 60～74歳
e. 75歳以上
f. 回答しない

・区役所ホームページにて意見募集結果を
公表いたします。

ＨＰはこちら
↓

【性別】
a. 男性
b. 女性
c. 回答しない

・いただいたご意見・ご提案は、今後の計画
策定や推進の参考とさせていただきます。

TEL：３２０-８４１０
FAX：２９０-３４２２
E-mail：ni-houkatsucare@city.yokohama.jp

