
第３期磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」計画案に関する 

区民意見募集の結果について 
 

 

 磯子区では、第３期磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」の策定にあたり、区民の皆様

の意見を募集しました。貴重なご意見を数多くいただき、ありがとうございました。実施結果をま

とめましたので公表します。 
 
 
１ 概 要 

（１）実施期間：平成 27年 12月 14日（月）～平成 28年 1月 15日（金） 

（２）実施結果：55人、80件 

【年齢内訳】 
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 未記入 

6人 16人 9人 10人 5人 6人 2人 1人 

 

 

２ 意見に対する分類と意見数 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 意見内容 

（１）計画全体に関するご意見 

ご意見 区役所・区社会福祉協議会としての考え方 

・スイッチ ON磯子という言葉を聞いたことはありましたが、具体的にどのよう

な活動かを冊子を通して知りました。子どもが幼い時はママ会や区役所の母親

教室などに参加し、今は自治会や子ども会を通じ、地域の方々と関わっていま

す。住みやすい土地だなぁといつも思っています。今後も様々な取組に期待し

ます。 

第３期磯子区地域福祉保健計画に対するご期待

と捉え、計画を着実に推進してまいります。 

・各地域別に具体的に内容が詳しく記載されて居り、これからの高齢化社会を

見据え、適格な計画案となっています。素晴らしい！！ 

・この３期で初めてこのような計画があったことを知りました。これから気に

しようと思いました。 

・計画案良くできてて読みやすく写真が少し暗く残念！ 

・スイッチ ON磯子がいろんなことをされていることをはじめて知りました。「梅

さん」のキャラクターが「スイッチ ON磯子」のキャラクターということもはじ

めて知りました。地域でたくさんの活動ができていて、素晴らしいと思います

が、さらに区民の方がもっと住みよい磯子になるよう期待してます。「子育て」

世代のママたちが楽しく子育てができるまちにしていただきたいです。 

 
 
 

計画全体 22件 

地区別計画 20件 

区役所・区社協・地域ケアプラザの取組 13件 

その他 25件 

合計 80件 



 
ご意見 区役所・区社会福祉協議会としての考え方 

・洋光台団地は、高齢者の数が多く年令的な片寄りを感じます。その中でやは

り乳幼児を対象にした施設や遊具を設置し、少しでも若いパパやママやそのお

子様達を誘致し町に活気を呼びおこすことは重要なことだと思います。高齢者

も乳幼児もまざりあってこその町の本来あるべき姿だと思います。子供達の遊

ぶ姿をみる丈で自然に笑みが浮かんでくる…そんな人々の溢れるまち−洋光台

にしたいと思います。ぜひ小さな小さな子供たちも来やすくなる町にしていた

だければと思います。 

第３期磯子区地域福祉保健計画に対するご期待

と捉え、計画を着実に推進してまいります。 

・町内会の回覧板でこの冊子をまわしてもらえると地域に関心をもつ人が増え

ると思います。 

・町内会の方が定期的に同居の父（８９才）を訪問してくださり、感謝してい

ます。災害時の体制づくりも進んでいるので安心して住める町だと感じていま

す。これからの活動の基が、この計画にあるのだということがよく分かりまし

た。 

・子供が安全に生活出来る様にして頂きたいです。 

・引越しして１年半なのですが、環境もよく、親切な方が多くとても住みやす

い町だと思います。季節のイベントなど、子どもも参加できるので親子で楽し

んでいます。ただ毎月子どもの為の集まりがあったり、子育てしながら親も楽

しめるイベントがあればいいと思います。 

・汐見台に住んでいますともう少し具体的に、いつ頃 どこで 何をやるかに

ついて書いてほしい。あるいは、それらの情報の発信の方法について書いて欲

しい。そうでないと、良いとかの判断ができない。 

第３期磯子区地域福祉保健計画は、平成 28～32

年度の５年間の計画となっております。地区別

計画で取り組む行事の詳細については、主催者

である各地区推進組織に、区役所・区社協・地

域ケアプラザの取組の詳細については、それぞ

れにお問い合わせ下さい。 

・幼児を子育て中の母です。グループインタビューに参加しました。インタビ

ューを基に作成いただいた、３つの目標と２つの共通テーマをもう少し具体的

にしていただければ、うれしいです。 

３つの基本目標は、私たちが住み慣れた磯子区

で安心して暮らしていくために必要な視点であ

り、９つの地区と区役所・区社協・地域ケアプ

ラザが連携しながら目指していくものです。ま

た、２つの共通テーマは、区民の皆さんが各地

区で取組を進めるため、地区別計画の方向性を

示したものです(Ｐ３～４)。３つの基本目標と

２つの共通テーマに対する具体的な取組は、９

つの地区別計画と区役所・区社協・地域ケアプ

ラザの取組（第２章・第３章）をご覧下さい。 

・子育て世代がこのワークショップに参加できるようになるといいと思います。

（託児付） 

いただいたご意見につきましては、今後の参考

にさせていただきます。なお、グループインタ

ビューでは、子育て世代の方々のご意見もうか

がいました（Ｐ７）。 

・P７のヒアリングの実施について 

 少なくとも洋光台地域は一戸建てと団地が混在している地区で団地だけのヒ

アリングでは、生活環境が違うので反映されないのでは？もっと幅広い意見の

集約が必要と思料。 

グループインタビューの自治会町内会の分野で

は、マンション・団地・戸建エリアから、幅広

く意見を集約しました。また、地区全体の意見

を集約するため、洋光台地区をはじめ、９地区

で地区別ヒアリングを実施しました。 

・自治会・町内会の役員にたずさわる人の高齢化がとても気になります。若い

人の自治会活動への無関心があり、その人達は自分達で NPOやボランティアを

熱心にしている様ですが、インターネット普及もあり、時代がこのままの組織

づくりが難しくなっているのではと感じます。 

第３期磯子区地域福祉保健計画では、基本目標

「Ⅲ 地域の力が発揮できるまち」（Ｐ４）にあ

るように、一部の担い手の方だけでなく、より

幅広い住民の方々が地域活動に参加し、取組を

広げていくことを目指しています。いただいた

ご意見につきましては、計画の推進に活かして

いきます。 

・中学生は日中地域にいる有力な人材ー災害時など各町内に青年部（中学生を

含む）を組織するなど中学校との連携 

・私たちの住むまち洋光台は、磯子区の中でもダントツに高齢者の割合が多い

まちです。このような傾向のまちは高齢者を理解し支える担い手を地域で育て

ていく必要があります。 

・冊子を読ませていただきました。高齢者の多い地域だとは思いますが、もう

少し子育てにも目を向けて頂いた計画案を出して頂きたいと思います。 

第３期磯子区地域福祉保健計画では、「誰もが

幸せに暮らせるまちをめざして」を基本理念に、

子どもから大人まで、全ての住民を対象にして

います（Ｐ４～５）。地区別計画や区役所・区

社協・地域ケアプラザの取組（第２章・第３章）

では、様々な子育て支援の取組を掲載していま

す。なお、いただいたご意見につきましては、

計画の推進に活かしていきます。 

・自宅に広報紙は届いていますが、なかなかじっくり読めずにいました。気に

なってる地域のことが、今回ひろばで冊子を見せていただく機会があり、とて

も良かったです。身のまわりには高齢者が多く、子育て世代や子どもをもっと

大切にする計画を増やしてほしいと思っていました。隣の地域なのにあまり交

流されていない感があったのですが、目指している計画が違うんだなぁと思い

ました。子どもを大事にする地域は、発展していると感じました。 



ご意見 区役所・区社会福祉協議会としての考え方 

・住居は屏風ヶ浦地区、職場は洋光台地区です。両方のページを拝見しました

が、どちらも老人会の広報と良く似ていて、ご老人のためだけの計画みたいで

す。（写真も）子どもの写真はプレイパークがありますが、洋光台地区などは

若い方も多く、妊婦さん、未就学児を抱えるママたち…いろいろな支援を必要

とされる若い方々が多いと思います。この「スイッチ ON磯子」の冊子計画を作

られた方々に、もう少し、そのような方への暖かい視線があると良いのに！！

と思います。 

第３期磯子区地域福祉保健計画では、「誰もが

幸せに暮らせるまちをめざして」を基本理念に、

子どもから大人まで、全ての住民を対象にして

います（Ｐ４～５）。地区別計画や区役所・区

社協・地域ケアプラザの取組（第２章・第３章）

では、様々な子育て支援の取組を掲載していま

す。なお、いただいたご意見につきましては、

計画の推進に活かしていきます。 

・全体的に老人の方への計画が多いので、もっと子供を増やす地域にする為の

活動を強化して欲しいです！！ 

・磯子区地域福祉保健計画（スイッチ ON磯子）があることを始めて知りました。

もっと子育てに関する内容が載っていると良かったと思いました。子育てしや

すい地域になると繋がり（異世代）も深くなると思います。 

 
（２）地区別計画に関するご意見 

ご意見 区役所・区社会福祉協議会としての考え方 

・スイッチ ONで地域がつながっていく感じがします。洋光台は活発に皆さんが

活動して暮らしやすくなって、町づくりが出来ていると思います。頑張ってる

様子が分ります。これから楽しみです。 

第３期磯子区地域福祉保健計画に対するご期待

と捉え、計画を着実に推進してまいります。 

・異世代交流を企画しているが、もう少し積極的にやりたい。例えば老人の体

験を子供に聞かせる（遊びや食べ物など）又体験してもらう、又子供から老人

にいろいろ体験を話してもらう。 

・高齢者にやさしく住み良い町に伺がわれ、交流の場も多種多様で活動も盛ん

で楽しみです。これからも町づくり願っております。 

・地域の方との交流（健民祭など）があるのはとても嬉しいです 

・グラウンドゴルフに関してはとても良い公園で週３回楽しめます。 

・地区別取組分で、行事回数が年１回しか実施しない事業を見受けましたが最

低でも月１回は実施が必要ではないでしょうか。不公平と感じています。 

いただいたご意見につきましては、計画の推進

の中で検討していきます。 

・地区の概要の内容が高齢者に片寄り過ぎている気がする。未就園児を育てて

いる人数とか、出生率人数とか未就園児を抱えている世帯がどれだけいるのか

も数字にして示して欲しい。 

「データから見る磯子区」（Ｐ40）では、合計

特殊出生率等、子育てに関する情報を掲載して

います。いただいたご意見につきましては、今

後の参考にさせていただきます。 

・身近な地域の支えあいを進めようの共通テーマ①の写真を見ると、高齢者に

対しての活動のように見えてしまう。もし、今の段階でそうだとしたら、是非、

子育て中の産後ケアにも支え合いの目を向けて欲しい。 第３期磯子区地域福祉保健計画は、「誰もが幸

せに暮らせるまちをめざして」を基本理念とし

て策定しています。地区別計画においても、子

どもから大人まで、全ての住民を対象にしてい

ます。いただいたご意見につきましては、計画

の推進に活かしていきます。 

・"地域全体で子育てを見守り、安心して子どもを育てることができる磯子をめ

ざす”キーワードが入っていたらうれしい。 

・学齢期の子ども達の安全防犯などを見守っていける地域づくりができたらい

いなと思います。是非、計画に盛り込んでほしいです。 

・地域の時間のある高齢者の方にもご近所の育児の支えやフォローがし合える

環境作りを考えて欲しい。 

・自治会町内会の「支えあい事業」と老人会の「友愛活動」は現場に於いては

全った同じ活動と思っており、何故スイッチ ONの活動に老人会の活動が加味さ

れなかったのか不思議と思っておりました。また支える側の担い手としても友

愛活動員を加えれば現場に於いては大きな戦力と考えてます。是非スイッチ ON

磯子の第３期計画に老人会の活動を加味していただけたらと思います。 

地区別計画は、各地区の実情に合わせて、様々

な担い手の方々が連携して取り組む計画となっ

ております。 

・地域のおまつりやイベントをもう少し増やして欲しい。子ども会みたいなも

のがあるとよい。 各地区では、住民同士の交流を深める取組を進

めています。いただいたご意見につきましては、

地区別計画の推進の参考にさせていただきま

す。 

・子ども（幼稚園児くらい）も参加できる農作体験。 

・岡村公園、久良岐公園があるので、子ども対象の「森であそぼう！」的なイ

ベント。 

・きっずマーケットやキャンドルナイトなどを子どもから大人までみんなで作

り上げ、老若男女が出会うきっかけとなるイベントを開催準備するとともに こ

れからの洋光台を楽しく素敵なまちに育てる場である コミュニティーが必要

とされています。  
地区別計画は、各地区の実情に合わせて策定し

たものです。いただいたご意見につきましては、

計画の推進に活かしていきます。 
・小学生とお年寄りの交流の場ができたら良い。昔遊びなど、遊びをたくさん

教えて頂きたい。 

・健康づくりー老人会と連携して会合などで活動を紹介するとりくみ。参加す

ることでコミュニケーションを図る 



ご意見 区役所・区社会福祉協議会としての考え方 

・「健康づくり」「健康」というテーマの中に（高齢者だけでなく）子育て世

代が参画できるよう施策、事業を広めて欲しい。 
地区別計画は、各地区の実情に合わせて策定し

たものです。いただいたご意見につきましては、

計画の推進に活かしていきます。 
・「地区別計画」はどこも同じようなことが書いてある印象を受けます。が、

健康に着眼した取り組みは良いと思います。 

 
（３）区役所・区社協・地域ケアプラザの取組に関するご意見 

ご意見 区役所・区社会福祉協議会としての考え方 

・H27.4月に男児を出産した主婦です。スイッチ ON磯子の取組 2について 子

育て支援センターがあるのはすごく助かっています。 

「地域の暮らしを支援」取組２（Ｐ31）に対す

るご期待と捉え、計画を着実に推進してまいり

ます。 

・中区に住んでいますが、いそピヨをよく利用しています。のんびりんこに行

くより交通が良いので助かっています。 

・磯子地域ケアプラザのおまつりは毎年行っています。子どもが入園前は、わ

いわい広場とみんなの広場へ行っていました。これからも続けて欲しいです。 

・子育てスポットくすくす、根岸地域ケアプラザをよく利用しています。どち

らもイベントなどが充実しており子ども同士の交流の場としてもとても良い場

であると思います。これからもより充実させてもらえたらと思います。 

・子育て中の母親、特に磯子区に移り住み子育てされる方にとって親子広場は

とてもありがたい場所です。 

・父親でも気軽に参加できる子育ての講演会があれば、参加したい。父親も子

育てに不安を感じています。 

「地域の暮らしを支援」取組２（Ｐ31）にある

ように、様々な子育て支援の取組を一層進めて

いきます。区役所こども家庭支援課又は最寄り

の地域ケアプラザにご相談下さい。 

・磯子区役所の保健師さんに出張育児相談を定期的に開く機会を提供して欲し

い。CCラボとかで。 

・岡村の方では、サークルはたくさんあるのですが、広場みたいな所がないた

め、初めての子どもと一緒に行く場所に困ってしまうことがありました。人見

知りをしたりするママは、公園ではなく、広場があったらいいなと思います。 

・CCラボの企画をいつも楽しみにしています。これからもずっとあるとうれし

い。２才のこどもと毎日過ごしているとお昼ごはんを食べるところが困ります。

寒い日や夏の暑い日、無料でランチスペース（お弁当を持ちこめるところ）を

開放してくれる施設があると助かります。 

・今、６人に 1人の子どもが貧困という日本。そこを支える支援、しくみをも

っと盛り込んで欲しかった。これは地域だけでは救えないと思うので。 

「地域の暮らしの支援」取組１（Ｐ29）の推進

に向けて、区役所・区社協・地域ケアプラザが

地域と協力して取り組んでまいります。 

・沢山の人が介護や育児の現場に関われるようなボランティアの仕組みを考え

てほしい。 

引き続き「地域の活動を支援」取組２（Ｐ34）

を推進してまいります。 

・根岸地区に限りなく近い中区区民です。くすくす（250）にてこちらの区民意

見募集の用紙をいただきましたので中区区民ですが、限りなく近いので参加さ

せてもらいます。都内にあるような手話サークル（若い子や 30才、40才代が

多いような）そういうグループが増えて欲しいなぁと思っています。手話を遊

びながら、ろうの方、難聴の方達が外に出ていけるような活動の場を作ってい

ただけたら、嬉しいです。手話の活性化を！ 

・子育てしやすい環境作り、子育て不安を少しでも軽減していける広場作りの

為にイベント費の補助、家賃補助等もっと支援して頂ければと思います。 

 

その他、下記のご意見もいただきました 
・見守り、訪問、支え合いを実現するために、いつでもだれでもふらっと立ち寄れるコミュニティーcaféを拠点として、そこに

既存の各種団体の皆さんの力を集め、行政の力もお借りしながら自主的につながるまちの力を育て、安心して暮らせる楽しいま

ちにしていく基盤としたいと考えます。また、目的をもってそこに集まることで家から一歩出ることを習慣づけ、体を動かし趣

味やボランティア活動を通して仲間ができ、いつまでも役割を持って大人が生き生きと暮らすことができます。 

 大人が幸せで安定したまちでは、ゆとりをもってみんなでまちの子どもたちを愛で育てていく（子供会が急速に減っているの

で急務である)ことができ、住民が大きな家族となります。そんな「まちの縁側」として、コミュニティーcaféはなくてはならな

いものであり、永続的に住民が自主運営していくことが必要です。 

 住民にとって必要不可欠で、住民のために住民が運営する非営利事業としてのコミュニティーCaféの、継続的運営のために、

保健福祉の観点からの応援を必要としています。よろしくご検討くださいますようお願いいたします。(これまで約 12か月の開

催に於いて毎日約 40名、延べ 1万人の住民の皆さまが実験コミュニティーで活動され、常設を切望されています。)   



・地域の学び合いの場  

 基本目標である「地域の力が発揮できるまち」では、「まちづくり」は多くの住民が携わらなくては、力が発揮できるもので

はないと考えられます。 

 第３期計画を推進していくには、いまだに地域住民に浸透が不十分です、それを補っていくには、日常的に「顔の見える」「声

をかけあう」関係づくりが大切になります。共に支えあえる「担い手の育成・発掘」「男性の地域社会への参加」が必要不可欠

であり、「講座・研修」等により「学びあう」ことで「地域の力が発揮できるまち」地域を支えあえるスキルが身につけられる

と考えていますので、事務局で「学びあえる場」を計画して頂きたいと要望をいたします。磯子区の地域力を向上するには「学

びの場」が原動力になります、それと共に地域が活性化して、誰もが幸せに暮らせるまちになることを望んでいます。他の区で

は、○○地域づくり大学校・□□まちづくり未来塾 等の名称で活動を初めて区民の方々に学びを提供しています。  

※みんなが人に役立つことの喜びを大切にする社会【全ての人に居場所と出番（場所）を作る】を目指しましょう。 

・福祉関係の職業とは全く違う仕事をしていますが、高齢者社会なのでもっと福祉に支援をして、より良い環境で介護出来る様

になったら良いと思います。介護する側にもストレス等ためずにもっと人員の確保をして一人の負担が少なくなればする側、さ

れる側にとって良いメリットが生まれると思います。みんなが優しい磯子区になれたら嬉しいです。 

・広報等では常に立派な事を計画し、訴えるが実態は全くデタラメそのものである事だ！！即ち実行できもしない事を吹奏する

に等しいのである。陰に潜むのは、戦前、戦中のオイコラッ！！の伝統を未だに引き継いで居ることである。極言乍ら述べれば

人間であるにも不包、非人間性の発揮が行政府の思考性であり、態勢に外ならないとなる。 

・市役所の出張所が欲しい！ 

・不動下公園を禁煙にしていただきたい（もしくは喫煙所を設けてほしい）。ベンチ下に吸い殻が落ちています。子どもが近く

で遊んでいるのにタバコを吸う大人がいます。 

・医療費を小学校 6年生まで無料化して欲しいです。 

・しかし・・・もっと色々なところに”ハイハイ”ができるフリースペースを設置していただきたいです。理由は風邪気味の時

には支援センターを利用できず・・・でも外出しないと子供がぐずるため、ちょっとしたフリースペースを区役所、磯子区セン

ターなどに設置してあったらもっと行く場所の選択肢が増えて良いなと思います。 

・絵本がたくさん有る部屋、場所が欲しい！図書館！ 

・地域ぐるみの健康づくりの中のハマトレ体操に参加していますが、町内会館ですので遠くのスポーツセンターへ行くことを考

えれば家から近くで参加しているのですが、会館が建物が古くギシギシもう少し安心安定した会館であればと行く度に感じてい

ます。 

・根岸地区に保育園を増やして欲しい。 

・磯子区に野球などできる広い公園ができたら有り難いです。ボール遊びと遊具で場所を分けられたら、危なくないと思います。 

・久良岐公園の長期間の工事も終わり、今年も又、沢山の桜の花見客でにぎあうことと思います。バスで来る人達が久良岐公園

の入口方面の道が分からず、左右している人が多く、人に聞くにも人通りは少なく折角来たのに困っている人達を毎年みかけま

す。汐見台３丁目、汐見台小学校前、久良岐公園前のバス停、せめて３ヶ所だけにでも案内図があれば人にやさしい町作りの手

助けになるのではないかと思います。 

・公共の福祉施設で親子が無料で過ごせる屋内の施設を作って欲しい。 

・図書館を設置して欲しい。 

・一時保育を増やして欲しい。 

・きれいで整備された広い公園が欲しい。子育て世代やご高齢の方が自然と交流し、顔見知りになれるのであると良いなぁと思

う。 

・ちょうどいい距離にケアプラザみたいなものがあったらいいと思います。 

・子ども会について 

 地域子ども連合会の加入数が激減している中、行政としての支援をどうするのか、活性化は必要ないのか、実態を把握し、今

後の運営、方針について教えて頂きたい。 

・土日でも遊べる所が欲しい！ 

・子供と一緒でも食事ができるお店が欲しい。 

・子供用品を一緒にシェアできる場所が欲しい。 

・山の上にある下町の磯子区民です。山の上には子育ての支援がなく、毎日下山してます。中区に混ぜてもらえると嬉しいです。

（子育てサークルとか） 

・冊子を初めて見ました。中を見たものの子育てに関する情報が少なく分かりにくいです。情報が知りたい場合、どうすれば良

いのか考えてしまいます。 

・サンモール商店街でのハロウィンイベントやプロレスイベントその他フェスティバルや季節のお祭り、そんな情報も載せて欲

しい。 

 


