
　子育てがしやすく、青少
年が健全に暮らせるまち

乳幼児を持つ親と子が集

える場づくりや児童・思春

期の子を持つ親のネット

ワークづくりを推進します。

　高齢者が暮らしや
すいまち

認知症対策などの介護予

防に地域で取り組めるよ

う支えあいの仕組みづく

りを支援し、各種予防教室

を開催します。

　障害児者が暮らし
やすいまち

障害児者とその家族が地

域で安心して生活できる

よう支援を進めます。

　健康に暮らせる
まち

地域が取り組む健康づく

りを支援するとともに、生

活習慣病予防などを進め

ます。

　安全・安心なまち

災害時における高齢者な

どの安全確保や地域の支

えあいの仕組みづくりに

取り組みます。また、地域

の防犯活動を支援します。

　清潔できれいな
まち

ごみの減量化とリサイク

ルに取り組む「ヨコハマ

はＧ30」を推進します。

　動物と共生できる
まち

適正なペット飼育への啓

発に取り組むとともに、動

物との共生事業を推進し

ます。

　地域活動や地域交
流が活発なまち

地域活動を行う多世代の

担い手やリーダーの育成

を進め、新たに民間資金

を活用する仕組みづくり

に取り組みます。

全域計画の主な内容は
区、区社協、地域ケアプラザ等関係機関で地域の課題解決を支援する取組みは8つ

旭 区 地 域 福 祉 保 健 計 画 の あ ら ま し

健康で安心して
暮らせるまち

安心して子育て
ができるまち

地域の交流や活動
が活発なまち 安全・安心な

まち

旭区福祉保健課事業企画係
〒241-0022横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12
TEL045-954-6143 FAX045-953-7713

http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/chiiki-fukusｈi-hoken/index.html

デザイン・イラストの無断転写禁ず

デザイン・イラスト：ティム有限会社

横浜市広報印刷物登録第170687号

類別・分類A-QA081

古紙配給率100％再生紙を使用しています

あんしんのまちささえあうまちひとがかがやくまち
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3 4 あんしんのまち

ささえあうまち

ひとがかがやくまち

今後は
この計画は、１８年度からの５か年計画ですが、
特に地域計画は当面の課題解決が中心ですの
で毎年度見直しを行います。また、区､区社協、地
域ケアプラザ等が一体となり、行政委嘱委員の皆
さんなどと連携し地域の取り組みを支援してい
きます。



区民の方一人ひとりが
健康でしあわせな生活を
送るための計画です

目標にするまちのイメージは4つ
　健康で安心して暮らせるまち
　安心して子育てができるまち
　安全・安心なまち
　地域の交流や活動が活発なまち

計画は2本柱です
　地域計画（基本となる計画）
　地域が取組むことを内容とする計画
　全域計画（地域計画を支援する計画）
　区、区社協、地域ケアプラザ等関係機関が地
域の課題解決を支援するための取組みを内容
とする計画

地域計画は
平成１６・17年度で、地域ケアプラザ利用エリアを中
心とした１１地域で、地域の皆さんが中心となって
地域懇談会や支えあい連絡会（全63回１,０５１名参
加）等で計画づくりを進めました。

計画の実現には
日頃の様々な活動を通じた課題解決の取組み
と地域の支えあいが何よりも大切です。多くの
人を巻き込んで、人と人とのつながりやお互い
を支えあう気持ちが、強くなっていくことが期
待されます。

※上白根・今宿・左近山地域では、地区連合町内会ごとに計画策定を進めています。

地域計画の内容は 地域ケアプラザ利用エリアを中心にした１5の地域計画です

※

※横浜市旭区社会福祉協議会
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上白根地域　白根地区
　

子どもから高齢者まであらゆ

る世代が健康づくりなど様々

な活動に取組むことによって、

地域内の各団体・機関・施設等

とのネットワークを築いていき

ます。また、日々の関係性を向

上させ、地域内の助け合いを

強化します。

上白根地域　旭北地区
　

連合町内会等約380名の諸団

体委員を積極的に活用します。

健康な高齢者、定年後の男性、

中学生、小学校高学年が地域

での災害弱者に対して防犯・

防災活動はじめ地域での活動

ができるよう人材育成を行い

ます。

ひかりが丘地域
　

こどもフェスティバル、スポーツ

祭り、地域祭りなど、今ある活

動の運営に小中学生に参加し

てもらったり、地域の人たちに

子どもが日頃取り組んでいる

姿を見てもらう機会をつくりま

す。将来的には子ども活動班

を設置することを目標とします。

上白根地域　今宿地区
　

現在行っている7大行事（どんど

焼き・さくら祭り・盆踊り大会・地区演

芸会・防災訓練・レクレーション大会・

福祉の集い）を通じて連帯共生

の地域づくりを一層推し進め

ます。そのため今ある組織（連合

会・地区社協等各種団体）がより機能

的に活動していきます。

鶴ヶ峰地域　

　様々な地域情報の伝達の仕

組みを作り、地域について話し

合う場や機会を設けます。

　ふれあいサロンを広げます。

また、ボランティアの育成にも

積極的に取組んでいきます。�

　　

今宿地域　希望が丘東地区

障害児者やボランティア・子育

て情報・高齢者の情報マップづ

くりを通して地域のことを皆が

知るようにします。

希望が丘中地域　

　あいさつの街をＰＲします。

（おあしす運動）

　地域の集まりで知り合いを

増やします。

　学校を通じて交流を行います。

希望が丘南地域

公園の使われ方やニーズを把

握し、子どもがしたいことを地

域が支えていきます。

左近山地域　左近山地区

グランドゴルフなどを通じて多

世代交流を図ります。

万騎が原地域

　まちの情報マップを作ります。

　定期的な地域懇談会を開催

します。

左近山地域　市沢地区
　

男性料理教室などを開催し、

地域のボランティアなどの発掘・

育成をします。

今宿地域 二俣川ニュータウン地区

地域の関係団体が課題解決の

ための連絡会を開催します。

旭中央地域

各町内会でごみ問題などを多

くの住民が話し合う機会を設け、

地域のコミュニケーションを活

発にします。

川井地域　　

　連合町内会で各自治会町内

会での活動をまとめてみます。

　お互いに知り合い、顔のみえ

る活動を行います。

若葉台地域　　

人と人とのつながり、情報提供・

交換等を充実させるために「若

葉台なんでも相談」や学校再

編に伴う空き施設の活用を検

討します。

今宿南町
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くわしい
地域計画は
右をみてね。
全域計画は
裏ページです
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