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　住みよい地域づくりを進めるためには、地域と行政がお互いの特徴をいかしながら協働して
取り組むことが必要です。
　金沢区では、平成24年度より区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザが一体となった「地
域支援チーム」を編成し、分野の枠を超えて区役所全体で各地区と向き合う（寄り添う）体制づ
くりを進めています。
　これまで地域に暮らす人と支援チームとの間で顔の見える関係を築きながら、防災訓練や災
害時における要援護者の支援策などに取り組んできました。
　さらに地区推進連絡会では、地域の様々な団体と地域支援チームが協働し、まちの将来像や
課題の解決策について意見交換をしています。第3期「地区別計画」も、このような話しあいの
中でまとめられてきました。

第 3 章

地区別計画で目指すこと
1 地域と地域支援チームによる協働

地域と区役所等との協働のイメージ

地区推進連絡会 地域支援チーム

地域防災拠点運営委員会

○地区連合町内会
○自治会町内会
○地区社会福祉協議会
○民生委員児童委員
○保健活動推進員等

学校、商店街、企業、
NPO
など地域の課題に応じ
て様々な団体が参加 ○�地域と向きあう体制

○区役所の横断体制

強化

区社会福祉協議会
地域ケアプラザ参　加

協働の推進

地　域 区役所等

課題の共有
意見交換

○地区担当
○地域福祉保健計画担当
○地域防災拠点担当

区役所

次のページからは14地区の地
区別計画を紹介します。
地区の目標と関連する区域計
画の推進目標を左の図のよう
に表しています。
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世代を超えて気軽に交流し合える地域づくり 推進目標 1-(1)

子どもを見守る地域づくり 推進目標 1-(1)(2)

・地区の誰でも参加できる交流の場

・運動会・ふれあい夏祭り

・みかん狩り・もちつき大会

世代間交流イベントの開催

「お元気サロン」の開催

コーヒー・お茶で楽しいひととき みんなで力を合わせて

・ ～ 歳児親子対象のフリースペース

「お元気スクスク」の開催

「社会を明るくする運動大会」
「ミニ集会」の開催
地域と学校の連携・交流

・スポーツ交流会の開催

・車椅子の小学生の学校生活を支援

車椅子の児童の学校生活を支援
（小田小学校）

お元気 スクスク（クリスマス会）

安全で安心できるまちづくり

地域での安心できるまちづくり
・【お元気ですかコール】定期的に電話をかけ安否確認

・【お元気ボランティア】困った時のお助けマン

・【お元気訪問】定期的に訪問し安否確認

・【お元気お助け隊】地区社協のボランティア活動

・【ゲートボール大会、グランドゴルフ大会の支援】

お元気ですかコール お元気お助け隊（落書きを除去）

広報・啓発・人材育成

きれいなまちづくり

推進目標 1-(1)(2)・3

推進目標 3

推進目標 1-(1)(2)・2・3

公園の清掃（月 回）

バス停の清掃（毎週）

・富岡公園の清掃

・鳥見塚バス停と地下道の清掃

富岡公園 鳥見塚バス停付近の清掃

広報
・地区の情報を広く伝えるための広報紙を年 回発行

・「お元気スクスク」「お元気サロン」用ポスターを年 回発行

地域の担い手づくり
・行事、イベントなどを通じて新たな担い手の発掘と育成

地域ケアプラザとの連携
・地域と情報を共有・医療講座・講演会・研修会等の各事業を開催

医療講座

災害時要援護者避難支援事業

防災訓練の実施及び参加

防犯パトロール

地域防災拠点防災訓練 防犯パトロール

地域防災拠点防災訓練

キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

みんなの顔が見える街

富岡第一 地区
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世代を超えて気軽に交流し合える地域づくり 推進目標 1-(1)

子どもを見守る地域づくり 推進目標 1-(1)(2)

・地区の誰でも参加できる交流の場

・運動会・ふれあい夏祭り

・みかん狩り・もちつき大会

世代間交流イベントの開催

「お元気サロン」の開催

コーヒー・お茶で楽しいひととき みんなで力を合わせて

・ ～ 歳児親子対象のフリースペース

「お元気スクスク」の開催

「社会を明るくする運動大会」
「ミニ集会」の開催
地域と学校の連携・交流

・スポーツ交流会の開催

・車椅子の小学生の学校生活を支援

車椅子の児童の学校生活を支援
（小田小学校）

お元気 スクスク（クリスマス会）

安全で安心できるまちづくり

地域での安心できるまちづくり
・【お元気ですかコール】定期的に電話をかけ安否確認

・【お元気ボランティア】困った時のお助けマン

・【お元気訪問】定期的に訪問し安否確認

・【お元気お助け隊】地区社協のボランティア活動

・【ゲートボール大会、グランドゴルフ大会の支援】

お元気ですかコール お元気お助け隊（落書きを除去）

広報・啓発・人材育成

きれいなまちづくり

推進目標 1-(1)(2)・3

推進目標 3

推進目標 1-(1)(2)・2・3

公園の清掃（月 回）

バス停の清掃（毎週）

・富岡公園の清掃

・鳥見塚バス停と地下道の清掃

富岡公園 鳥見塚バス停付近の清掃

広報
・地区の情報を広く伝えるための広報紙を年 回発行

・「お元気スクスク」「お元気サロン」用ポスターを年 回発行

地域の担い手づくり
・行事、イベントなどを通じて新たな担い手の発掘と育成

地域ケアプラザとの連携
・地域と情報を共有・医療講座・講演会・研修会等の各事業を開催

医療講座

災害時要援護者避難支援事業

防災訓練の実施及び参加

防犯パトロール

地域防災拠点防災訓練 防犯パトロール

地域防災拠点防災訓練

　●人口　8,717人　●世帯数　3,870世帯　●高齢化率　22.0％
●地区のデータ（平成27年3月末現在）

　金沢区の最北に位置しており、丘陵地を開発した坂道の多い住宅地で、北と西は磯子区に隣
接しています。
　七つの町内会・自治会が垣根をとって共同で多くの事業をし、事業名に当地区独自の『お元気
○○』の名称をつけています。

●地区の特徴
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地域のさまざまな活動を広く周知します

顔のみえるまちづくりを進めます健やかな子ども、青少年を育てます

いろいろな行事を通じて、地域の連携をつくっていきます

地域で健康づくりを進めます

推進目標 1-(2)・3 推進目標 1-(2)・3

推進目標 1-(1)

推進目標 1-(1)

推進目標 2

フリースペースころころ

餅つき大会

かもめ体操

スリーＡ講座

広報誌・みんなの輪

子育てサロンの開催（毎月第１水曜日 時～富岡会館）

・０歳から就学前までの子育て中の養育者を対象に

フリースペース“ころころ”を開催します。

小学生の通学支援

社会を明るくする運動

 
異世代交流イベント
・町内会の誰もが参加できる運動会を開催します。

・家族ぐるみで参加できるボウリング大会を開催します。

・町内会の誰もが参加できる餅つき大会を開催します。

 

 健康づくりのためのコーラス教室（毎月第２月曜日 時 分～ 富岡会館）

高齢者の健康増進・維持のための転倒骨折予防体操教室
（毎月第３水曜日 時 分～ 富岡シーサイドコーポ町内会集会所）

・「かもめ体操・はまちゃん体操」などを行います。

ウォーキング

グラウンドゴルフ（高齢者を対象）
・健康づくりと引きこもり防止・友だちづくりのため毎月２回

実施します。（８・１・２月を除く）

高齢者の新たな活動の場や機会の創出

認知症に関する講座の実施
・スリー 方式（あかるく・あたまをつかって・あきらめない）を取り入れた認知症予防のための

講座を開催します。

・「認知症を理解するための講座」を開催します。

昼食会・配食とひとり暮らし高齢者世帯等への見守り訪問の実施

７５歳未満のひとり暮らし高齢者、夫婦のみ世帯等への支援

障害児・者の余暇活動支援
・障害児・者と地域住民、学校との交流促進と障害児・者の

生活体験の拡大を図るための支援活動を進めます。

災害時要援護者への支援

広報誌の発行
・地区社会福祉協議会の広報誌

「みんなの輪」を年１回発行します。

・75歳以上のひとり暮らし高齢者については、横浜市の“ひとり暮ら

し高齢者「地域で見守り」推進事業”で民生委員児童委員と地域ケ

アプラザ（地域包括支援センター）を中心に把握に努めています。

キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡第二地区富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

広げよう！笑顔であいさつ近所の輪

富岡第二 地区
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地域のさまざまな活動を広く周知します

顔のみえるまちづくりを進めます健やかな子ども、青少年を育てます

いろいろな行事を通じて、地域の連携をつくっていきます

地域で健康づくりを進めます

推進目標 1-(2)・3 推進目標 1-(2)・3

推進目標 1-(1)

推進目標 1-(1)

推進目標 2

フリースペースころころ

餅つき大会

かもめ体操

スリーＡ講座

広報誌・みんなの輪

子育てサロンの開催（毎月第１水曜日 時～富岡会館）

・０歳から就学前までの子育て中の養育者を対象に

フリースペース“ころころ”を開催します。

小学生の通学支援

社会を明るくする運動

 
異世代交流イベント
・町内会の誰もが参加できる運動会を開催します。

・家族ぐるみで参加できるボウリング大会を開催します。

・町内会の誰もが参加できる餅つき大会を開催します。

 

 健康づくりのためのコーラス教室（毎月第２月曜日 時 分～ 富岡会館）

高齢者の健康増進・維持のための転倒骨折予防体操教室
（毎月第３水曜日 時 分～ 富岡シーサイドコーポ町内会集会所）

・「かもめ体操・はまちゃん体操」などを行います。

ウォーキング

グラウンドゴルフ（高齢者を対象）
・健康づくりと引きこもり防止・友だちづくりのため毎月２回

実施します。（８・１・２月を除く）

高齢者の新たな活動の場や機会の創出

認知症に関する講座の実施
・スリー 方式（あかるく・あたまをつかって・あきらめない）を取り入れた認知症予防のための

講座を開催します。

・「認知症を理解するための講座」を開催します。

昼食会・配食とひとり暮らし高齢者世帯等への見守り訪問の実施

７５歳未満のひとり暮らし高齢者、夫婦のみ世帯等への支援

障害児・者の余暇活動支援
・障害児・者と地域住民、学校との交流促進と障害児・者の

生活体験の拡大を図るための支援活動を進めます。

災害時要援護者への支援

広報誌の発行
・地区社会福祉協議会の広報誌

「みんなの輪」を年１回発行します。

・75歳以上のひとり暮らし高齢者については、横浜市の“ひとり暮ら

し高齢者「地域で見守り」推進事業”で民生委員児童委員と地域ケ

アプラザ（地域包括支援センター）を中心に把握に努めています。

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　7,461人　●世帯数　3,629世帯　●高齢化率　24.9％

　富岡第二地区は区の中心より北に位置しており、地区の北側に富岡総合公園、東に富岡八幡
宮と八幡公園などがあり、自然や歴史が融合したまちです。交通機関は南北に京急線が走り、京
急富岡駅があります。地区の中央部に国道16号線が南北に走っています。
　地区は富岡東部町内会・富岡中部町内会・富岡南部町内会・富岡シーサイドコーポ町内会・団地
とみおか自治会・ツインミューズ富岡自治会・クオス横浜富岡で構成されています。

●地区の特徴
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高齢者が安心して楽しく過ごせる「まち」 障がい者にやさしく接する「まち」

みんなで健康づくりに取組む「まち」

多世代が交流し支えあう「まち」

防犯・防災・交通安全に取組む「まち」

地域活動のため人材発掘と情報交換に取組む「まち」
青少年育成に努める「まち」子育て・

推進目標　1-(2)

推進目標　1-(1)

推進目標　1-(2)
推進目標　3

推進目標　2

推進目標　1-(1)(2)

推進目標　1-(2)

サロン

スポーツフェスティバル

昔あそび

ラジオ体操

高齢者の見守り・支えあいを行います
・身近なエリアを基本とした訪問・情報提供・ボランティア

による見守り

地域の幅広い高齢者が参加できる場を設け
つながりを深めます
・サロン、昼食会、茶話会の開催

認知症の理解を深め、声かけを推進します

世代を超えて自由に集える場や催しものを
実践します

・スポーツフェスティバル、みかん狩り、バーベキュー大会

・各町内会での多世代交流

障がいについての理解を深め、あたたかく見守ります

子どもも大人も、共に楽しく集う健康づくり
活動を行います
・ラジオ体操、ウォーキング等

高齢者対象の介護予防・認知症予防活動の充実
をはかります
・健康づくり教室、脳トレ、体操教室等みんなで明るく

乳幼児世帯の見守りや交流の場を開催し
子育て世代を応援します

小中学校・ と地域が連携し、子ども
たちの健全育成を進めます

防犯パトロール等の防犯活動を多世代で行い、地域の防犯意識を深めます

町の防災活動を通じて地域の防災減災意識を高めます

地域の交通安全意識を高めます

地域のさまざまな活動充実のために人材を確保し
育成していきます

地域の活動紹介など積極的に情報提供・情報交換
を行います
・広報紙「富三地区だより」、富三地区ホームページ

キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

誰もが安心して暮らせる「まち」にしよう

富岡第三 地区
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高齢者が安心して楽しく過ごせる「まち」 障がい者にやさしく接する「まち」

みんなで健康づくりに取組む「まち」

多世代が交流し支えあう「まち」

防犯・防災・交通安全に取組む「まち」

地域活動のため人材発掘と情報交換に取組む「まち」
青少年育成に努める「まち」子育て・

推進目標　1-(2)

推進目標　1-(1)

推進目標　1-(2)
推進目標　3

推進目標　2

推進目標　1-(1)(2)

推進目標　1-(2)

サロン

スポーツフェスティバル

昔あそび

ラジオ体操

高齢者の見守り・支えあいを行います
・身近なエリアを基本とした訪問・情報提供・ボランティア

による見守り

地域の幅広い高齢者が参加できる場を設け
つながりを深めます
・サロン、昼食会、茶話会の開催

認知症の理解を深め、声かけを推進します

世代を超えて自由に集える場や催しものを
実践します

・スポーツフェスティバル、みかん狩り、バーベキュー大会

・各町内会での多世代交流

障がいについての理解を深め、あたたかく見守ります

子どもも大人も、共に楽しく集う健康づくり
活動を行います
・ラジオ体操、ウォーキング等

高齢者対象の介護予防・認知症予防活動の充実
をはかります
・健康づくり教室、脳トレ、体操教室等みんなで明るく

乳幼児世帯の見守りや交流の場を開催し
子育て世代を応援します

小中学校・ と地域が連携し、子ども
たちの健全育成を進めます

防犯パトロール等の防犯活動を多世代で行い、地域の防犯意識を深めます

町の防災活動を通じて地域の防災減災意識を高めます

地域の交通安全意識を高めます

地域のさまざまな活動充実のために人材を確保し
育成していきます

地域の活動紹介など積極的に情報提供・情報交換
を行います
・広報紙「富三地区だより」、富三地区ホームページ

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　10,321人　●世帯数　4,566世帯　●高齢化率　29.6％

　富岡第三地区は５つの町内会（富岡西部・富岡北部・富岡桜ヶ丘・ひかりが丘・西富岡）で構成さ
れており、町内会独自の活動と地区全体の活動がバランス良く行われています。
　自然豊かな地域には、西方に富士山を眺望でき、東方に東京湾から昇る朝日を遠望できるそ
れぞれの高台があり、お伊勢山の桜並木、富岡川のせせらぎ緑道、そして緑と花壇が調和した公
園が点在して、地域の住民に安らぎをもたらす憩いの場所となっています。

●地区の特徴
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推進目標　2

推進目標　1 -（2）

推進目標　1 -（2）

推進目標　1 -（2）・ 3

推進目標　1 -（2）

推進目標　1 -（1）

安全・安心な街づくりを進める

健康で過ごせる街づくりを進める地域の福祉に関する情報の共有化を進める

駅前から誇れる美しい街づくりを進める

世代間交流が活発な街づくりを進める

福祉の関係団体と関係施設とのネットワークを
つくります。

・地域の団体が中心となり、各福祉施設との連絡会を

定期的に開催します。

安全・安心な街づくりのための運動を実施します。

・交番と連携して防犯パトロールを実施します。

・災害に備えて防災訓練の実施や、防災備蓄の調達を進めます。

・災害時要援護者の避難体制を構築します。

一人暮らしの高齢者への地域による見守り等の
支援に取り組みます。

・高齢者の方を対象にしたサロンや敬老会を開催します。

・シニアクラブによる趣味の会などを開催し、住民同士のつながり

づくりを促進します。

子どもから高齢者まで、心と身体の健康づくり
に取り組みます。

・離乳食教室を開催します。

・健康づくりを目的とした講座を通して、仲間と交流しながら

健康づくりを進めます。

住民が協力して生活環境を守る活動に取り組み
ます。

・公園の清掃や花壇の管理を行います。

・駅周辺の清掃や不良のビラを排除します。

多様な世代が交流でき、家族ぐるみで参加できる
イベントを実施します。

・多世代間の交流として、お祭り等の行事を開催します。

キャッチフレーズ

心地よく暮らせる街　富岡西・能見台
〜明日が待ち遠しい街〜

富岡西・能見台 地区
富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区金沢東部

地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区
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推進目標　2

推進目標　1 -（2）

推進目標　1 -（2）

推進目標　1 -（2）・ 3

推進目標　1 -（2）

推進目標　1 -（1）

安全・安心な街づくりを進める

健康で過ごせる街づくりを進める地域の福祉に関する情報の共有化を進める

駅前から誇れる美しい街づくりを進める

世代間交流が活発な街づくりを進める

福祉の関係団体と関係施設とのネットワークを
つくります。

・地域の団体が中心となり、各福祉施設との連絡会を

定期的に開催します。

安全・安心な街づくりのための運動を実施します。

・交番と連携して防犯パトロールを実施します。

・災害に備えて防災訓練の実施や、防災備蓄の調達を進めます。

・災害時要援護者の避難体制を構築します。

一人暮らしの高齢者への地域による見守り等の
支援に取り組みます。

・高齢者の方を対象にしたサロンや敬老会を開催します。

・シニアクラブによる趣味の会などを開催し、住民同士のつながり

づくりを促進します。

子どもから高齢者まで、心と身体の健康づくり
に取り組みます。

・離乳食教室を開催します。

・健康づくりを目的とした講座を通して、仲間と交流しながら

健康づくりを進めます。

住民が協力して生活環境を守る活動に取り組み
ます。

・公園の清掃や花壇の管理を行います。

・駅周辺の清掃や不良のビラを排除します。

多様な世代が交流でき、家族ぐるみで参加できる
イベントを実施します。

・多世代間の交流として、お祭り等の行事を開催します。

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　9,372人　●世帯数　4,164世帯　●高齢化率　23.3％

　能見台通の商店街を中心に広がる地域は昭和43年ころから宅地開発された地域です。能見
台東地域は工場跡地が平成8年から開発され現在18棟2000戸の街になっています。
　能見台東地域には能見台地域ケアプラザ、障害者地域活動ホーム、特別養護老人ホーム、高齢
者短期入所施設、地区センター、金沢区地域子育て支援拠点といった高齢者、障がい者、子ども
の施設が多く立地しています。

●地区の特徴



地域支援チームの取組

情報の発信と交流の場を作ります
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キャッチフレーズ

優しく、心豊かな子供の成長を育み
高齢者にやさしい街　能見台

能見台 地区
富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区



地域支援チームの取組

情報の発信と交流の場を作ります
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キャッチフレーズ

生涯住み続けたいと思う街
　〜みんなでつくろう並木の未来〜

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

金沢シーサイドタウン 地区

養護学校や障 がい者との交流

災害時の支援 作りを考えよう

防災や災害時の仕組みづくり

パトロール活動をやっていこう

自治会の設立や加入の推進・内容の紹介

挨拶運動の推進

自分の得意技を活かして楽しく活動しよう

自由に集える「場」づくりに力を入れよう

信頼関係作りに努めよう

つなげる人の発掘や養成をしよう

子ども対象の事業に力を入れよう

養育者のネットワークづくりを進めよう

健康寿命を延ばそう

国を超えた交流事業を実現しよう

「障がいがある」ことの理解と 共に暮らす

次世代へ良い環境を残そう
・緑の手入れや清掃活動

住みよい住環境に関わる取り組み

地区内の広報紙の発行

若い世代へのアピール
・保育園・幼稚園が多く子育て環境がよい

交通の便利さ・住みやすさをアピール
・緑や平坦な道が多い／横浜へ近い／並木インターに近い

住環境の美化と整備

外部への魅力発信

助け合いや見守り活動に力を入れよう
・ちょっと困ったときの助け合いをすすめよう

ボランティア の担い手を増やそう

得意を活かして地域へ貢献―できることをできる範囲でー

推進目標

推進目標 ３

推進目標 ３

推進目標 ３

推進目標 ３

あいさつで 笑顔輝く並木の街に

大人も子どもも住みやすい街 楽しい自治会活動で 安心な街に推進目標１-(1)・2

餅つきと正月遊び サマーフェスタ
おやこわくわくひろば

防災に関する啓発

地区推進連絡会

トラン
　シーバーで
　　連　携

地区内広報紙
右から
・連合インフォメーション
・地区社協ニュース
・コレナミ通信
・わくわくニュースなみキッズ

クリーン NAMIKI 住民集会

「お父さんと遊ぼう！」社会を明るくする運動

「楽しいスポーツをしよう！」 波輝（なみき）

助け合いグループ
交流会

ふれあい広場
「ほのぼの」

聖星学園（せいじょうがくえん）

・シーサイドライン駅のバリアフリー化 等

・定期的な養成講座の開催

・無理なくお役に立てること

 

 

お元気ですか
カード
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●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　21,600人　●世帯数　9,661世帯　●高齢化率　30.7％

　金沢シーサイドタウン地区は、埋立て地に建てられた集合住宅からなる、南北に長い街です。
　整備された平坦な道路は幅広い歩道が設けられています。桜とつつじ、イチョウが季節を彩り、
緑が豊富で、安全と景観に配慮された街並みが特色です。

●地区の特徴

養護学校や障 がい者との交流

災害時の支援 作りを考えよう

防災や災害時の仕組みづくり

パトロール活動をやっていこう

自治会の設立や加入の推進・内容の紹介

挨拶運動の推進

自分の得意技を活かして楽しく活動しよう

自由に集える「場」づくりに力を入れよう

信頼関係作りに努めよう

つなげる人の発掘や養成をしよう

子ども対象の事業に力を入れよう

養育者のネットワークづくりを進めよう

健康寿命を延ばそう

国を超えた交流事業を実現しよう

「障がいがある」ことの理解と 共に暮らす

次世代へ良い環境を残そう
・緑の手入れや清掃活動

住みよい住環境に関わる取り組み

地区内の広報紙の発行

若い世代へのアピール
・保育園・幼稚園が多く子育て環境がよい

交通の便利さ・住みやすさをアピール
・緑や平坦な道が多い／横浜へ近い／並木インターに近い

住環境の美化と整備

外部への魅力発信

助け合いや見守り活動に力を入れよう
・ちょっと困ったときの助け合いをすすめよう

ボランティア の担い手を増やそう

得意を活かして地域へ貢献―できることをできる範囲でー

推進目標

推進目標 ３

推進目標 ３

推進目標 ３

推進目標 ３

あいさつで 笑顔輝く並木の街に

大人も子どもも住みやすい街 楽しい自治会活動で 安心な街に推進目標１-(1)・2

餅つきと正月遊び サマーフェスタ
おやこわくわくひろば

防災に関する啓発

地区推進連絡会

トラン
　シーバーで
　　連　携

地区内広報紙
右から
・連合インフォメーション
・地区社協ニュース
・コレナミ通信
・わくわくニュースなみキッズ

クリーン NAMIKI 住民集会

「お父さんと遊ぼう！」社会を明るくする運動

「楽しいスポーツをしよう！」 波輝（なみき）

助け合いグループ
交流会

ふれあい広場
「ほのぼの」

聖星学園（せいじょうがくえん）

・シーサイドライン駅のバリアフリー化 等

・定期的な養成講座の開催

・無理なくお役に立てること

 

 

お元気ですか
カード
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キャッチフレーズ

超高齢社会を見据えて
誰もが健康で安全・安心に暮らせる街を目指して

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

金沢東部 地区

要援護者の実態把握調査

防災リーダー会議の開催

ボランティアの確保及びコーディネーターの人材育成

町内会館使用拡充、空き家利用

親子の広場の拡充

・乳児及び未就園児と母親の交流場所の提供・拡充

子育てサークルへの支援

・リーダー研修の開催

小・中・高校生の健全な育成支援

世代間の交流の促進

高齢者の健康づくり

高齢者が集う場所の確保

障害児・者の理解周知

障害者避難スペースづくり

いざ！という時に備えて救助訓練
安全確認の黄色いバンダナ

サロンで健康体操、健康チェック

障害がある方の疑似体験

推進目標 ・２

推進目標

災害発生時の要援護者支援体制の確立（新規） 子どもたちが健やかで安心して成長できる環境づくり（継続・拡充）

地域の課題を地域で解決していくために（継続・拡充） 推進目標１ ・３

超高齢社会を見据えた体制づくり（新規）

障害がある人が暮らしやすい地域を目指して（継続・拡充）

推進目標 推進目標１

心をこめてお弁当づくり

剪定作業中

・子育て世代と地域との連携

・青少年指導員及びスポーツ推進委員との連携

・配食サービスの人材確保

・在宅福祉サービスの人材確保

・人材バンクの作成

・高齢者と子どもたちが交流できるような支援

・認知症予防・理解促進・社会参加の促進

・要援護者の実態把握の徹底

・「黄色いバンダナパトロール」の実施

・地域防災拠点訓練に活かせる企画

・研修及び勉強会の企画、実施

・理解周知を促進するためのイベント共催

・ボランティア人材確保

・避難スペースづくりの企画

秋祭りでキッズボランティアが
チョコバナナを作製中！

「赤ちゃんと遊ぼう」
いっぱい笑顔が見られました

みんなで手話講座
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　●人口　11,044人　●世帯数　4,749世帯　●高齢化率　27.9％
●地区のデータ（平成27年3月末現在）

　金沢東部地区は、能見台駅と金沢文庫駅の中間に位置する東側の丘の上の住宅地を中心とし
た地区です。
　地区内には西柴小学校、西柴中学校があり、地域の人が利用できる自治会町内会の集会所が4
か所あります。
　学校・幼稚園などとも連携しながら、子どもから高齢者までを対象とした様々な福祉活動を
展開しています。

●地区の特徴

要援護者の実態把握調査

防災リーダー会議の開催

ボランティアの確保及びコーディネーターの人材育成

町内会館使用拡充、空き家利用

親子の広場の拡充

・乳児及び未就園児と母親の交流場所の提供・拡充

子育てサークルへの支援

・リーダー研修の開催

小・中・高校生の健全な育成支援

世代間の交流の促進

高齢者の健康づくり

高齢者が集う場所の確保

障害児・者の理解周知

障害者避難スペースづくり

いざ！という時に備えて救助訓練
安全確認の黄色いバンダナ

サロンで健康体操、健康チェック

障害がある方の疑似体験

推進目標 ・２

推進目標

災害発生時の要援護者支援体制の確立（新規） 子どもたちが健やかで安心して成長できる環境づくり（継続・拡充）

地域の課題を地域で解決していくために（継続・拡充） 推進目標１ ・３

超高齢社会を見据えた体制づくり（新規）

障害がある人が暮らしやすい地域を目指して（継続・拡充）

推進目標 推進目標１

心をこめてお弁当づくり

剪定作業中

・子育て世代と地域との連携

・青少年指導員及びスポーツ推進委員との連携

・配食サービスの人材確保

・在宅福祉サービスの人材確保

・人材バンクの作成

・高齢者と子どもたちが交流できるような支援

・認知症予防・理解促進・社会参加の促進

・要援護者の実態把握の徹底

・「黄色いバンダナパトロール」の実施

・地域防災拠点訓練に活かせる企画

・研修及び勉強会の企画、実施

・理解周知を促進するためのイベント共催

・ボランティア人材確保

・避難スペースづくりの企画

秋祭りでキッズボランティアが
チョコバナナを作製中！

「赤ちゃんと遊ぼう」
いっぱい笑顔が見られました

みんなで手話講座
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キャッチフレーズ

出会い・ふれあい・支えあい
〜安全・安心に暮らせるまち〜

金沢中部 地区
富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

機関紙・広報紙の発行

子育て情報の発信

遊びや技の伝承と交流

自治会・町内会での世代ごとの行事の連携

世代間交流イベントの開催

「ふれあい訪問」「あんしんカード」「実態調査」の実施

防災対策の実施

登下校の見守り・夜間パトロール

社会を明るくする運動の開催

ふれあい生き生きサロンの開催

新春懇親会の開催

親子の遊び場、育児講座の開催

講演会・研修会・映写会の実施

祭りを通しての絆づくり

防災訓練・起震車体験
登下校の見守り

親子の遊び場

ふれあい
生き生きサロン

かたぶき文化サロン

世代を超えて気楽に交流できる地域 推進目標 ３

推進目標１推進目標

推進目標１ ・２

安全・安心に暮らせる地域づくり 情報を共有・発信しつながりあう地域

・「紙ヒコーキを作って飛ばそう」の実施

・「異世代交流ボウリング大会」の実施

・世代ごとの行事の共同開催の企画・実施

・昔遊びイベントの開催

・年2回、広報紙「ふれあいの和」の発行

・随時、広報紙で地域の情報を発信

・サロン開催などの周知方法の検討・実施

・避難訓練の実施

・自治会・町内会ごとの防災対策の実施、

地域防災拠点運営への参画

・青少年育成、地域のつながり、

防犯など課題への取り組み、啓発の実施

・祭事や保育施設を中心としたふれあい祭りを通した

つながりづくりへの取り組み

・健康講話・身近な困りごとの解決策を学ぶ場の企画

・仲間づくりや情報交換、学びの場づくりへの取り組み

・各自治会・町内会ごとの交流

・参加のお誘い訪問の実施

・高齢者同士の交流や異世代との交流の実施

・脳トレ、体操など介護予防への取り組み

異世代交流ボウリング大会

紙ヒコーキを飛ばそう

餅つき大会

広報紙の発行

広報部会
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●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　12,551人　●世帯数　5,949世帯　●高齢化率　26.4％

　金沢区のほぼ中央に位置する金沢中部地区は、金沢文庫駅を中心に京浜急行線と国道16号線
に沿う形で細長く広がっています。地区内には「金沢文庫駅」があり、区内交通の要となってい
ます。駅を中心とした商店街等に代表される賑わいのある地域、静かな住宅地等、様々な地域が
共存しています。また、歴史ある神社・不動尊があり、地域のシンボルであると共に、祭礼等で
にぎわいをみせています。

●地区の特徴

機関紙・広報紙の発行

子育て情報の発信

遊びや技の伝承と交流

自治会・町内会での世代ごとの行事の連携

世代間交流イベントの開催

「ふれあい訪問」「あんしんカード」「実態調査」の実施

防災対策の実施

登下校の見守り・夜間パトロール

社会を明るくする運動の開催

ふれあい生き生きサロンの開催

新春懇親会の開催

親子の遊び場、育児講座の開催

講演会・研修会・映写会の実施

祭りを通しての絆づくり

防災訓練・起震車体験
登下校の見守り

親子の遊び場

ふれあい
生き生きサロン

かたぶき文化サロン

世代を超えて気楽に交流できる地域 推進目標 ３

推進目標１推進目標

推進目標１ ・２

安全・安心に暮らせる地域づくり 情報を共有・発信しつながりあう地域

・「紙ヒコーキを作って飛ばそう」の実施

・「異世代交流ボウリング大会」の実施

・世代ごとの行事の共同開催の企画・実施

・昔遊びイベントの開催

・年2回、広報紙「ふれあいの和」の発行

・随時、広報紙で地域の情報を発信

・サロン開催などの周知方法の検討・実施

・避難訓練の実施

・自治会・町内会ごとの防災対策の実施、

地域防災拠点運営への参画

・青少年育成、地域のつながり、

防犯など課題への取り組み、啓発の実施

・祭事や保育施設を中心としたふれあい祭りを通した

つながりづくりへの取り組み

・健康講話・身近な困りごとの解決策を学ぶ場の企画

・仲間づくりや情報交換、学びの場づくりへの取り組み

・各自治会・町内会ごとの交流

・参加のお誘い訪問の実施

・高齢者同士の交流や異世代との交流の実施

・脳トレ、体操など介護予防への取り組み

異世代交流ボウリング大会

紙ヒコーキを飛ばそう

餅つき大会

広報紙の発行

広報部会
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キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

南部地区全員参加のまちづくり

金沢南部 地区

異世代の交流

高齢者ふれあいサロン

町ぐるみ健康づくり支援事業

健康づくりの基本である食育の推進

安心・安全街づくりの推進

災害時対策

文化、歴史、福祉保健講座の開催

福祉お花見バザー等の開催

地域役員協働事業の推進

広報・啓発事業の推進

子育て支援事業

青少年健全育成事業

餅つき大会

こどもフェスティバル

少年消防クラブによる着衣水泳訓練

ウォーキングカラオケ交流会

人のふれあいを大切にする地域 推進目標１

推進目標きれいで安全に暮らせる地域

推進目標１ ・２・３

推進目標１ ・２・３高齢者、障がい者が安心して元気に暮らせる地域

文化、歴史、福祉保健講座

どんど焼き

防災訓練 登下校時の見守り

・福祉お花見バザー

・どんど焼き

・広報誌「福祉のこだま」

・見守り隊

・防災訓練

・地域のひろば

・こどもフェスティバル

・子育てセミナー

・子育て支援者研修

・広報誌「Ｓｅａ Ａｎｇｅｌ通信」

・こどもまつり

・餅つき大会

・少年消防クラブ活動

・社明大会

・社明大会ミニ集会

・ 異世代交流ふれあい大会

・家族総ぐるみ大運動会

・グラウンドゴルフ大会

・ウォーキング ・医療講座

・サロン交流を目的としたカラオケ交流会
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●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　13,863人　●世帯数　6,408世帯　●高齢化率　22.2％

　京浜急行金沢文庫駅から海の公園、八景島方面へかけてのエリアです。
　地域内には、文庫小学校があり、歴史的、文化的にも由緒ある称名寺をはじめ寺院・神社等が
多く、横浜市内で数少ない漁港である柴漁港をかかえています。

●地区の特徴

異世代の交流

高齢者ふれあいサロン

町ぐるみ健康づくり支援事業

健康づくりの基本である食育の推進

安心・安全街づくりの推進

災害時対策

文化、歴史、福祉保健講座の開催

福祉お花見バザー等の開催

地域役員協働事業の推進

広報・啓発事業の推進

子育て支援事業

青少年健全育成事業

餅つき大会

こどもフェスティバル

少年消防クラブによる着衣水泳訓練

ウォーキングカラオケ交流会

人のふれあいを大切にする地域 推進目標１

推進目標きれいで安全に暮らせる地域

推進目標１ ・２・３

推進目標１ ・２・３高齢者、障がい者が安心して元気に暮らせる地域

文化、歴史、福祉保健講座

どんど焼き

防災訓練 登下校時の見守り

・福祉お花見バザー

・どんど焼き

・広報誌「福祉のこだま」

・見守り隊

・防災訓練

・地域のひろば

・こどもフェスティバル

・子育てセミナー

・子育て支援者研修

・広報誌「Ｓｅａ Ａｎｇｅｌ通信」

・こどもまつり

・餅つき大会

・少年消防クラブ活動

・社明大会

・社明大会ミニ集会

・ 異世代交流ふれあい大会

・家族総ぐるみ大運動会

・グラウンドゴルフ大会

・ウォーキング ・医療講座

・サロン交流を目的としたカラオケ交流会
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訪れたい住み続けたいと思える魅力ある地域をＰＲ

住民同士の「つながり」による安心できる地域づくり

地域活動に多くの人が関われる地域づくり

誰もが安心して安全に暮らせる地域づくり子育て世代から高齢者まで誰もが集い、支えあえる地域づくり 推進目標１ ・２

推進目標 １ ・ ・３

推進目標

推進目標 １ ２

推進目標 １ １

【子育て支援】～友だちつくろう～
・未就園児とその保護者を対象にフリースペースで実施。月 回 隔週月曜日開催

・区役所主催の地域育児教室（ 回 月）に保健活動推進員や主任児童委員が協力

【子育て支援】～交流の場以外の子育て支援活動～
・未就園児とその保護者を対象にフリースペース以外で

気軽に参加できるイベントを実施

【健康づくり】～町ぐるみ健康づくり～
・健康に関する講演会や教室を実施

・元気づくりステーション「みんなの太極拳」毎月実施

・転倒骨折予防教室・健康講話

【次世代育成】～ボランティア活動等の人材確保・育成
・子育て世代も地域活動の担い手として関わりやすいしくみづくり

・子ども会活動や 活動と連携し、地域活動へとつなげる

・じゃがいも掘り 月 、みかん狩り 月

【交流による活性化】～高齢者交流～
・独居や高齢者夫婦のみ世帯に安否確認やふれあいを目的とした

給･配食事業の実施

・高齢者同士が気軽に集えるサロンづくり

【交流による活性化】～子ども会交流・異世代交流～
・家族や地域ぐるみで参加できるイベントの実施

・各町内会の夏祭りの実施

・「バーベキュー大会」の開催 １回 年 ８月

・どんど焼き １回 年 １月

【安全･安心の確保】～地域パトロールの実施～
・各町内会で独自に 回 週程度実施

【安全･安心の確保】～災害に備えた体制づくり～
・各町内会の防災訓練や地域防災拠点訓練の実施

・津波避難施設の利用と訓練の実施

・災害時要援護者支援の推進

【「つながり」による連携】
～顔と名前のわかる近所づきあいの推進～

・自転車マナーアップ三世代大会への参加

・住民同士の声掛けやあいさつを広げる

・学校、 等地域の関係団体とのつながりを深める

・木工教室 金沢小学校

【金沢の魅力発信】～金沢地区の活動紹介を積極的に発信～
・観光協会の事業等に積極的に協力

・町内会の掲示板を有効に利用し、行事等の情報提供を行う。

・海を活かした取組

キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区
六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

あいさつで隣近所の支えあい

金沢 地区
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訪れたい住み続けたいと思える魅力ある地域をＰＲ

住民同士の「つながり」による安心できる地域づくり

地域活動に多くの人が関われる地域づくり

誰もが安心して安全に暮らせる地域づくり子育て世代から高齢者まで誰もが集い、支えあえる地域づくり 推進目標１ ・２

推進目標 １ ・ ・３

推進目標

推進目標 １ ２

推進目標 １ １

【子育て支援】～友だちつくろう～
・未就園児とその保護者を対象にフリースペースで実施。月 回 隔週月曜日開催

・区役所主催の地域育児教室（ 回 月）に保健活動推進員や主任児童委員が協力

【子育て支援】～交流の場以外の子育て支援活動～
・未就園児とその保護者を対象にフリースペース以外で

気軽に参加できるイベントを実施

【健康づくり】～町ぐるみ健康づくり～
・健康に関する講演会や教室を実施

・元気づくりステーション「みんなの太極拳」毎月実施

・転倒骨折予防教室・健康講話

【次世代育成】～ボランティア活動等の人材確保・育成
・子育て世代も地域活動の担い手として関わりやすいしくみづくり

・子ども会活動や 活動と連携し、地域活動へとつなげる

・じゃがいも掘り 月 、みかん狩り 月

【交流による活性化】～高齢者交流～
・独居や高齢者夫婦のみ世帯に安否確認やふれあいを目的とした

給･配食事業の実施

・高齢者同士が気軽に集えるサロンづくり

【交流による活性化】～子ども会交流・異世代交流～
・家族や地域ぐるみで参加できるイベントの実施

・各町内会の夏祭りの実施

・「バーベキュー大会」の開催 １回 年 ８月

・どんど焼き １回 年 １月

【安全･安心の確保】～地域パトロールの実施～
・各町内会で独自に 回 週程度実施

【安全･安心の確保】～災害に備えた体制づくり～
・各町内会の防災訓練や地域防災拠点訓練の実施

・津波避難施設の利用と訓練の実施

・災害時要援護者支援の推進

【「つながり」による連携】
～顔と名前のわかる近所づきあいの推進～

・自転車マナーアップ三世代大会への参加

・住民同士の声掛けやあいさつを広げる

・学校、 等地域の関係団体とのつながりを深める

・木工教室 金沢小学校

【金沢の魅力発信】～金沢地区の活動紹介を積極的に発信～
・観光協会の事業等に積極的に協力

・町内会の掲示板を有効に利用し、行事等の情報提供を行う。

・海を活かした取組

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　15,430人　●世帯数　7,735世帯　●高齢化率　27.7％

　金沢地区は、京急金沢文庫駅の南東に平潟湾を囲むように位置します。町屋町、平潟町、洲崎
町、乙舳町、野島町と泥亀及び大川町の一部から構成され、14の自治会町内会が所属しています。
江戸期に平潟湾の大規模な埋め立てが行われ、水田（蓮田）や塩田等として利用されていました。
現在は、いわゆる金沢八景の「平潟落雁（ひらかたのらくがん）」「洲崎晴嵐（すさきのせいらん）「乙
舳帰帆（おっとものきはん）」「野島タ照（のじまのせきしょう）」の地としても知られ、古い市街地と、
新しいマンション群が混在する地区となっています。

●地区の特徴
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キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区
六浦西地区

金沢中部
地区

誰もが住みよい支え合いの街　六浦東

六浦東 地区

▲ 芸能祭

わくわくキッズ

地域ふれあいまつり

青少年健全育成行事

ヤングボランティア「バルーン」

アスレの森の活用

学童の安全を見守り

▲

拠点防災訓練

高齢者、養育者の見守り

いこいの場

支えあうまちづくり活動

ふれあいサタデー

健康づくりの会

芸能祭

ふれあい盆踊り

地域活動

社会を明るくする運動地区大会（社明大会）

推進目標 １ ・２・３

推進目標 １ ・３地域活動にみんなが参加します

世代を超えて気楽に交流しあえる地域づくり 健やかなこども・青少年を育てます 推進目標 １ ・ ・

健康づくりの会（親子の食育教室）

・０歳から就園前までの子育て中の親子を対象に、月２回、
町内会館でフリースペースを開催します。

・「人材マップ」を主体に地域と小学生の交流祭を行います。

・毎年、スポーツ大会を行います。

・盆踊り大会の夜店出店を中心に、地域のイベントスタッフとして
活動しています。

・瀬ヶ崎小学校の「アスレの森」を整備し、イベントを開催します。

・登下校の安全を手助けします。

・行政、瀬ヶ崎小学校、消防団、関東学院大学、横浜南共済病院、

地区自治会町内会等の参加で訓練を実施するとともに、

要援護者支援活動を行います。

・一人暮らし高齢者や養育者の安全と日常活動の手助けをします。

・地域在住で匠の技のある方、特技のある方などで「人材マップ」

を作ります。

・関東学院大学の学生、横浜南共済病院を活用します。

・年１回講師を招き全国的な行事に賛同するため

「社会を明るくする運動地区大会」と随時にミニ集会を行います。

・地域内の子どもから大人までが歌や踊りなどの練習の成果を

発表し、観客の皆様とふれあいます。

・子どもと先生のバンド演奏もある盆踊り大会を開催します。

・運動講座、歴史散策、ウォーキング、料理教室など健康講座を行います。

・毎週土曜日に中学生以上を対象としてスポーツ等を実施します。

また、夕涼み・お月見・新春俳句会等を実施します。

・世代を超えた人たちの交流の場（サロン）を基盤とした見守り

体制作りを行います。また、瀬ヶ崎小学校の地域交流室を活用

して学校と連携したまちづくりを行います。

・地区の誰でも参加できる交流の場として充実を図ります。

▲ 拠点防災訓練

▼ 社明大会

▲ 青少年健全育成行事

▲ 地域ふれあいまつり
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　●人口　6,405人　●世帯数　3,009世帯　●高齢化率　25.9％

　六浦東地区は、侍従川の南、横須賀市に隣接して位置しています。北東に平潟湾を望み、対岸
の野島町とを結ぶ夕照橋は景観の美しいことで知られています。
　この一帯は、江戸時代以降に平潟湾を埋め立てて造成された土地で、江戸時代の地図には「室
の木」「瀬ヶ崎」「高谷」「内川」などの地名が記され、これらの地名は今も身近な生活の場で使わ
れています。古い町と山を造成した新しい町とが融合している地区で、防災に力を入れています。
　また、文教施設の関東学院大学の幼・小・中・大学、瀬ヶ崎小学校は防災と教育等で地域と密接
な協力関係にある他、横浜南共済病院とも連携しながら活動を進めています。

●地区の特徴

▲ 芸能祭

わくわくキッズ

地域ふれあいまつり

青少年健全育成行事

ヤングボランティア「バルーン」

アスレの森の活用

学童の安全を見守り

▲

拠点防災訓練

高齢者、養育者の見守り

いこいの場

支えあうまちづくり活動

ふれあいサタデー

健康づくりの会

芸能祭

ふれあい盆踊り

地域活動

社会を明るくする運動地区大会（社明大会）

推進目標 １ ・２・３

推進目標 １ ・３地域活動にみんなが参加します

世代を超えて気楽に交流しあえる地域づくり 健やかなこども・青少年を育てます 推進目標 １ ・ ・

健康づくりの会（親子の食育教室）

・０歳から就園前までの子育て中の親子を対象に、月２回、
町内会館でフリースペースを開催します。

・「人材マップ」を主体に地域と小学生の交流祭を行います。

・毎年、スポーツ大会を行います。

・盆踊り大会の夜店出店を中心に、地域のイベントスタッフとして
活動しています。

・瀬ヶ崎小学校の「アスレの森」を整備し、イベントを開催します。

・登下校の安全を手助けします。

・行政、瀬ヶ崎小学校、消防団、関東学院大学、横浜南共済病院、

地区自治会町内会等の参加で訓練を実施するとともに、

要援護者支援活動を行います。

・一人暮らし高齢者や養育者の安全と日常活動の手助けをします。

・地域在住で匠の技のある方、特技のある方などで「人材マップ」

を作ります。

・関東学院大学の学生、横浜南共済病院を活用します。

・年１回講師を招き全国的な行事に賛同するため

「社会を明るくする運動地区大会」と随時にミニ集会を行います。

・地域内の子どもから大人までが歌や踊りなどの練習の成果を

発表し、観客の皆様とふれあいます。

・子どもと先生のバンド演奏もある盆踊り大会を開催します。

・運動講座、歴史散策、ウォーキング、料理教室など健康講座を行います。

・毎週土曜日に中学生以上を対象としてスポーツ等を実施します。

また、夕涼み・お月見・新春俳句会等を実施します。

・世代を超えた人たちの交流の場（サロン）を基盤とした見守り

体制作りを行います。また、瀬ヶ崎小学校の地域交流室を活用

して学校と連携したまちづくりを行います。

・地区の誰でも参加できる交流の場として充実を図ります。

▲ 拠点防災訓練

▼ 社明大会

▲ 青少年健全育成行事

▲ 地域ふれあいまつり

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
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キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

支えあい　学びあい　笑いあい
三つの「あい」ある六浦へ

六浦 地区

社会を明るくする運動

福祉講座

地域ケア意見交換会

子どもの見守り

災害時に備えた取り組み【新規】

「広報誌」や「むつうらたより」の発行

春季ハイキング ・子どもから高齢の方、障害のある方も一緒に、じゃが芋掘りを開催します。

秋季ハイキング ・健康づくりを目指した地域めぐりハイキングを開催します。

お祭り ・７月の第２日曜日に瀬戸神社の天王祭に合わせて開催します。

（六浦中学校の生徒は「総合」の授業の一環として、各町内会に参加します）

高齢者の見守り

学童とのふれあい給食会

学童とのふれあいタイム

昔遊びの会

高齢者お花見会

高齢者の居場所づくり

子育て支援活動（ハイハイくらぶ）

むつりんピック

研修会

社会見学

地域でいきいき 楽しい老後

楽しい仲間づくり

子育てしやすい環境づくり

子どもから高齢者までみんなで集まろう

安全・安心なまちにするためにみんなで力をあわせる

社協の取り組みをわかりやすく伝える 広報啓発活動 推進目標 ３

推進目標１-(1)(2)・2

推進目標１-(2)

推進目標１-(2)

推進目標１-(1)・2

推進目標１-(2)・3

・ 歳～未就園児母子を対象に支援活動を行います。

・六浦東地区と六浦西地区と合同で親子参加型イベントを年１回開催します。

・その年の問題をテーマに話し合い、仲間と共に学ぶ場にします。

・工場や福祉施設等の見学会を年１回開催します。

・年 〜 回見守り訪問します。年 回、高齢者の集う場所を用意します。

・地域住民と小学校で学童と給食を一緒に食べます。

・学童が町内会館を訪問し交流を深めます。

・地域の高齢者が、新小学一年生に昔の遊びを伝えます。

・さくらの開花に合わせて六浦公園でお花見会を実施します。

・高齢者が足を運びやすい町内会単位くらいの規模

で居場所づくりを進めます。

・もしもの災害に備えた仕組みづくり
（災害時要援護者支援や見守り、地域の防災訓練等）

・登下校の子どもを地域で見守ります。

・身近な問題を取り上げ、講師を招いて年１回開催します。

・認知症、健康、障害等さまざまな課題や問題について、講師を招いて講演会を開催します。

①社明大会：年１回秋季に講師を招いて開催します。
②ミニ集会：身近な問題について考える機会を持ちます。

・広報誌「社協むつうら」を年１回、「むつうらたより」を

年２回、それぞれ5,000部発行します。社協の様々な取

り組みや、地域でのイベント等を写真を使ってわかりや

すく伝え、楽しんで読めるような誌面作りを目指しま

す。また誌面をリニューアルし、六浦地区の歴史や自然

環境なども積極的に取り上げていきます。

むつうらたより
キャラクター
「六浦ハゼオ氏」
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　●人口　13,554人　●世帯数　6,637世帯　●高齢化率　27.4％

　金沢区の南に位置する六浦地区は、鎌倉時代に源頼朝が勧請した瀬戸神社があり、道路を挟んで神社の前に
頼朝の妻北条政子が勧請した弁財天を祀る琵琶島神社が琵琶の形に、平潟湾に浮かび美しい景観を作っています。
　現在、金沢八景駅前は開発中ですが、平成31年に完成すればシーサイドラインが駅に接続し、駅西側の円通
寺跡にある木村邸は歴史遺産を残した公園となり、東照宮のあった権現山からお伊勢山に続く山道は健康づく
りに良いハイキングコースになるでしょう。
　海と緑と歴史に恵まれた地区で、２つの大学、高校がある文教地区です。
　高齢化は進んでいますが、地域と学校との連携の絆は強く、小学生には昔の遊びを地域の高齢者が教えたり、
中学生は夏祭りに参加して汗を流すと共に六浦の歴史を知り、大学生との地域連携も盛んです。
　温暖な気候、穏やかな人情、そんな中で支えあい、学びあい、笑いあう地域を作っています。

●地区の特徴

社会を明るくする運動

福祉講座

地域ケア意見交換会

子どもの見守り

災害時に備えた取り組み【新規】

「広報誌」や「むつうらたより」の発行

春季ハイキング ・子どもから高齢の方、障害のある方も一緒に、じゃが芋掘りを開催します。

秋季ハイキング ・健康づくりを目指した地域めぐりハイキングを開催します。

お祭り ・７月の第２日曜日に瀬戸神社の天王祭に合わせて開催します。

（六浦中学校の生徒は「総合」の授業の一環として、各町内会に参加します）

高齢者の見守り

学童とのふれあい給食会

学童とのふれあいタイム

昔遊びの会

高齢者お花見会

高齢者の居場所づくり

子育て支援活動（ハイハイくらぶ）

むつりんピック

研修会

社会見学

地域でいきいき 楽しい老後

楽しい仲間づくり

子育てしやすい環境づくり

子どもから高齢者までみんなで集まろう

安全・安心なまちにするためにみんなで力をあわせる

社協の取り組みをわかりやすく伝える 広報啓発活動 推進目標 ３

推進目標１-(1)(2)・2

推進目標１-(2)

推進目標１-(2)

推進目標１-(1)・2

推進目標１-(2)・3

・ 歳～未就園児母子を対象に支援活動を行います。

・六浦東地区と六浦西地区と合同で親子参加型イベントを年１回開催します。

・その年の問題をテーマに話し合い、仲間と共に学ぶ場にします。

・工場や福祉施設等の見学会を年１回開催します。

・年 〜 回見守り訪問します。年 回、高齢者の集う場所を用意します。

・地域住民と小学校で学童と給食を一緒に食べます。

・学童が町内会館を訪問し交流を深めます。

・地域の高齢者が、新小学一年生に昔の遊びを伝えます。

・さくらの開花に合わせて六浦公園でお花見会を実施します。

・高齢者が足を運びやすい町内会単位くらいの規模

で居場所づくりを進めます。

・もしもの災害に備えた仕組みづくり
（災害時要援護者支援や見守り、地域の防災訓練等）

・登下校の子どもを地域で見守ります。

・身近な問題を取り上げ、講師を招いて年１回開催します。

・認知症、健康、障害等さまざまな課題や問題について、講師を招いて講演会を開催します。

①社明大会：年１回秋季に講師を招いて開催します。
②ミニ集会：身近な問題について考える機会を持ちます。

・広報誌「社協むつうら」を年１回、「むつうらたより」を

年２回、それぞれ5,000部発行します。社協の様々な取

り組みや、地域でのイベント等を写真を使ってわかりや

すく伝え、楽しんで読めるような誌面作りを目指しま

す。また誌面をリニューアルし、六浦地区の歴史や自然

環境なども積極的に取り上げていきます。

むつうらたより
キャラクター
「六浦ハゼオ氏」

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
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世代を超えて、まちを超えてつながっていく 安心 して、健康で暮らせるまち 推進目標　2 ・ 3推進目標　1-（1）（2）・ 2 ・ 3

⑲安心して産み育てやすいまちを目指し、子育て支援の充実を図る
・子育てサロン

・異世代交流 六浦西地区フレンドまつり ・コミュニティサロン
・地域活動への参加、・各町内会のお祭り ・盆踊り等のイベント

⑮あらゆる世代の人々（全員参加）が交流できるイベント・場づくり

⑱一人ひとりが災害に備え、ともに助け合えるまちづくり
・地域防災拠点訓練 ・自主防災組織の活動の充実

⑯困った時に手伝ってといえる、支え合えるつながりづくり
・挨拶など隣同士の声のかけあい ・障害児者への声かけ、見守り

⑬高齢者・介護者が生きがいをもって、地域のつながりの中で活躍できる場づくり
・各地域のボランティア活動の充実

⑭認知症になっても安心して暮らせるまちづくり
・高齢者サロン、昼食会の開催

⑰豊かな自然・環境をいかしたつながりづくり
・次世代にふるさとの歴史や自然を引き継ぐための活動

⑳防犯に強い安心して暮らせるまちづくり
・まちパトロール

㉑まちぐるみで子どもを健やかに育てる
・親子で集える場の充実

・養育者や子どもへの声かけ、見守り

㉒すべての世代で健康づくり
・町内会、団体等による健康づくり活動の実施

グループワークで出た意見 取組 具体的な活動内容(重要事項抜粋) 実施主体
高齢化・見守り
つながり(空き家利用,高齢者見守り)

お年寄り・障害児者にやさしいまち

認知症対策(場作り,啓発→安心
高齢者について考える
人が集まる場作り
こころのふるさと(異世代交流)
隣近所が良い関係のまち
元気な若い人のまち
連携と協働を大切にするまち
異世代交流
教育機関の交流(小学生 中学生
地域とのつながり,まちとまちがつながる

行事・イベント
つながり(困ったときに手伝ってと言える)

世代間交流等
災害対策
災害に強いまち
子育てしやすいまち
子どもの健やかな育ち
安心して子育てができる
歴史的建造物の保存(まちの歴史を知る,郷土愛)

人材,能力,建物などの活用を考える

安全なまち
安心・安全なまち
子育てしやすいまち(バギーをおせる道,公園等)

子どもの健やかな育ち,取り巻く環境

安心して子育てができる(公園等)
環境づくり,保全
住みやすいだけでなく,豊かな自然環境を残したい

豊かな自然,環境
認知症対策
健康づくり(ラジオ体操等)

※実施年度 年度～ 年度

⑳防犯に強い安心して暮らせるまちづくり
1）安心して暮らせる  まちパトロール 自治会・町内会（警察、消防団、防犯協会、区役所）

⑯困った時に手伝ってといえる、支え合えるつ

ながりづくり
2）各地域のボランティア活動【再掲】

1）挨拶など隣同士の声のかけあい

自治会・町内会、六浦ボランティアネットワーク、中学校

自治会・町内会

学校、社協、自治会・町内会

⑱一人ひとりが災害に備え、ともに助け合える

まちづくり

1）地域防災拠点訓練

）各町内会の自主防災組織の活動

地域防災拠点運営委員会

自治会・町内会

3）要援護者支援活動、障害児者の見守り・支援 自治会・町内会、福祉団体

⑭認知症になっても安心して暮らせるまちづく

り

2）認知症に関する講座

1）高齢者サロン・昼食会の開催

3）介護者の集い（認知症カフェの準備など）

地域ケアプラザ、自治会・町内会、シニアクラブ

社協、自治会・町内会、民生委員児童委員

地域ケアプラザ、シニアクラブ、自治会・町内会

⑲安心して産み育てやすいまちを目指し、子育

て支援の充実を図る 3）これから子どもを産み育てる若い世代に対する子
育てをサポートする仕組みの周知

1）子育てサロン

2）子育て支援・地域での親子のふれあい

民生委員児童委員、主任児童委員、保健活動推進員、区役所、社協、
自治会・町内会

社協、主任児童委員、民生委員児童委員、自治会・町内会

自治会・町内会、社協、主任児童委員、民生委員児童委員

⑮あらゆる世代の人々（全員参加）が交流でき

るイベント・場づくり

2）交流できる場づくり（コミュニティサロン、地域活動参加）

4）寺子屋塾の開催・拡充

3）各町内会のお祭り・盆踊り等のイベント

1）異世代交流 六浦西地区フレンドまつり

5）ふれあい秋のつどい

自治会・町内会

社協、自治会・町内会

自治会・町内会

社協、自治会・町内会、福祉団体

社協

⑬高齢者・介護者が生きがいをもって、 地域

のつながりの中で活躍できる場づくり

1）各地域のボランティア活動の充実 自治会・町内会、六浦ボランティアネットワーク、中学校

2）小学生登下校の見守り 登下校見守りボランティア

㉑まちぐるみで子どもを健やかに育てる
2）公園での見守り、声かけ

1）子育てサロン【再掲】

自治会・町内会、シニアクラブ

社協、主任児童委員、民生委員児童委員、自治会・町内会

⑰豊かな自然・環境をいかしたつながりづくり

1）大道小「ふるさと大道村」「とんぼ池」、朝比奈小
「ほたる池」、侍従川の清掃

2）六浦西地区歴史財産の伝承

ふるさと大道の風景をつくる会、ほたる池守り隊、ふるさと侍従川に親し
む会、小学校、中学校

自治会・町内会

㉒すべての世代で健康づくり

）ウォークラリー大会

3）食生活改善、食育

1）町内会・団体等による健康づくり活動の取組

青少年指導員、５校

食生活等改善推進員

自治会・町内会、保健活動推進員、健康づくりの会

②世代を超えて、

まちを超えて

つながっていく

③安心して、健康で

暮らせるまち

④高齢・

障害

⑤交流・

つながり

⑦子育て

⑨安全

⑩子育て

⑫健康

づくり

⑧環境

⑪環境

…第 期から実施

⑥防災

①１９のつながり

のあるまち

心のふるさと

六浦西

3）自治会・町内会の加入率を上げる活動

※各団体の代表者が集まり、地域
の将来像についてグループ ～

に分かれて意見を出し合いまし
た。課題や、対応策を整理し、系
統図にまとめました。

第 期地域福祉保健計画
地区別計画の策定

ボランティア活動 高齢者サロン 町内会のお祭り ふるさと大道村はぐ・はぐ

健康ウォーキング

８ まちパトロール

キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

19のつながりのあるまち　
心のふるさと六浦西

六浦西 地区
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世代を超えて、まちを超えてつながっていく 安心 して、健康で暮らせるまち 推進目標　2 ・ 3推進目標　1-（1）（2）・ 2 ・ 3

⑲安心して産み育てやすいまちを目指し、子育て支援の充実を図る
・子育てサロン

・異世代交流 六浦西地区フレンドまつり ・コミュニティサロン
・地域活動への参加、・各町内会のお祭り ・盆踊り等のイベント

⑮あらゆる世代の人々（全員参加）が交流できるイベント・場づくり

⑱一人ひとりが災害に備え、ともに助け合えるまちづくり
・地域防災拠点訓練 ・自主防災組織の活動の充実

⑯困った時に手伝ってといえる、支え合えるつながりづくり
・挨拶など隣同士の声のかけあい ・障害児者への声かけ、見守り

⑬高齢者・介護者が生きがいをもって、地域のつながりの中で活躍できる場づくり
・各地域のボランティア活動の充実

⑭認知症になっても安心して暮らせるまちづくり
・高齢者サロン、昼食会の開催

⑰豊かな自然・環境をいかしたつながりづくり
・次世代にふるさとの歴史や自然を引き継ぐための活動

⑳防犯に強い安心して暮らせるまちづくり
・まちパトロール

㉑まちぐるみで子どもを健やかに育てる
・親子で集える場の充実

・養育者や子どもへの声かけ、見守り

㉒すべての世代で健康づくり
・町内会、団体等による健康づくり活動の実施

グループワークで出た意見 取組 具体的な活動内容(重要事項抜粋) 実施主体
高齢化・見守り
つながり(空き家利用,高齢者見守り)

お年寄り・障害児者にやさしいまち

認知症対策(場作り,啓発→安心
高齢者について考える
人が集まる場作り
こころのふるさと(異世代交流)
隣近所が良い関係のまち
元気な若い人のまち
連携と協働を大切にするまち
異世代交流
教育機関の交流(小学生 中学生
地域とのつながり,まちとまちがつながる

行事・イベント
つながり(困ったときに手伝ってと言える)

世代間交流等
災害対策
災害に強いまち
子育てしやすいまち
子どもの健やかな育ち
安心して子育てができる
歴史的建造物の保存(まちの歴史を知る,郷土愛)

人材,能力,建物などの活用を考える

安全なまち
安心・安全なまち
子育てしやすいまち(バギーをおせる道,公園等)

子どもの健やかな育ち,取り巻く環境

安心して子育てができる(公園等)
環境づくり,保全
住みやすいだけでなく,豊かな自然環境を残したい

豊かな自然,環境
認知症対策
健康づくり(ラジオ体操等)

※実施年度 年度～ 年度

⑳防犯に強い安心して暮らせるまちづくり
1）安心して暮らせる  まちパトロール 自治会・町内会（警察、消防団、防犯協会、区役所）

⑯困った時に手伝ってといえる、支え合えるつ

ながりづくり
2）各地域のボランティア活動【再掲】

1）挨拶など隣同士の声のかけあい

自治会・町内会、六浦ボランティアネットワーク、中学校

自治会・町内会

学校、社協、自治会・町内会

⑱一人ひとりが災害に備え、ともに助け合える

まちづくり

1）地域防災拠点訓練

）各町内会の自主防災組織の活動

地域防災拠点運営委員会

自治会・町内会

3）要援護者支援活動、障害児者の見守り・支援 自治会・町内会、福祉団体

⑭認知症になっても安心して暮らせるまちづく

り

2）認知症に関する講座

1）高齢者サロン・昼食会の開催

3）介護者の集い（認知症カフェの準備など）

地域ケアプラザ、自治会・町内会、シニアクラブ

社協、自治会・町内会、民生委員児童委員

地域ケアプラザ、シニアクラブ、自治会・町内会

⑲安心して産み育てやすいまちを目指し、子育

て支援の充実を図る 3）これから子どもを産み育てる若い世代に対する子
育てをサポートする仕組みの周知

1）子育てサロン

2）子育て支援・地域での親子のふれあい

民生委員児童委員、主任児童委員、保健活動推進員、区役所、社協、
自治会・町内会

社協、主任児童委員、民生委員児童委員、自治会・町内会

自治会・町内会、社協、主任児童委員、民生委員児童委員

⑮あらゆる世代の人々（全員参加）が交流でき

るイベント・場づくり

2）交流できる場づくり（コミュニティサロン、地域活動参加）

4）寺子屋塾の開催・拡充

3）各町内会のお祭り・盆踊り等のイベント

1）異世代交流 六浦西地区フレンドまつり

5）ふれあい秋のつどい

自治会・町内会

社協、自治会・町内会

自治会・町内会

社協、自治会・町内会、福祉団体

社協

⑬高齢者・介護者が生きがいをもって、 地域

のつながりの中で活躍できる場づくり

1）各地域のボランティア活動の充実 自治会・町内会、六浦ボランティアネットワーク、中学校

2）小学生登下校の見守り 登下校見守りボランティア

㉑まちぐるみで子どもを健やかに育てる
2）公園での見守り、声かけ

1）子育てサロン【再掲】

自治会・町内会、シニアクラブ

社協、主任児童委員、民生委員児童委員、自治会・町内会

⑰豊かな自然・環境をいかしたつながりづくり

1）大道小「ふるさと大道村」「とんぼ池」、朝比奈小
「ほたる池」、侍従川の清掃

2）六浦西地区歴史財産の伝承

ふるさと大道の風景をつくる会、ほたる池守り隊、ふるさと侍従川に親し
む会、小学校、中学校

自治会・町内会

㉒すべての世代で健康づくり

）ウォークラリー大会

3）食生活改善、食育

1）町内会・団体等による健康づくり活動の取組

青少年指導員、５校

食生活等改善推進員

自治会・町内会、保健活動推進員、健康づくりの会

②世代を超えて、

まちを超えて

つながっていく

③安心して、健康で

暮らせるまち

④高齢・

障害

⑤交流・

つながり

⑦子育て

⑨安全

⑩子育て

⑫健康

づくり

⑧環境

⑪環境

…第 期から実施

⑥防災

①１９のつながり

のあるまち

心のふるさと

六浦西

3）自治会・町内会の加入率を上げる活動

※各団体の代表者が集まり、地域
の将来像についてグループ ～

に分かれて意見を出し合いまし
た。課題や、対応策を整理し、系
統図にまとめました。

第 期地域福祉保健計画
地区別計画の策定

ボランティア活動 高齢者サロン 町内会のお祭り ふるさと大道村はぐ・はぐ

健康ウォーキング

８ まちパトロール

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　26,914人　●世帯数　12,114世帯　●高齢化率　30.4％

　金沢区の南西に位置し、横須賀市・鎌倉市・逗子市・栄区と接しています。
　鎌倉幕府によって切り開かれた朝比奈切り通しなどの史跡が点在する地域であり、丘陵地に
囲まれた旧道や侍従川を中心に発展してきました。
　当地区は起伏に富んだ広い地域に19の自治会・町内会があります。
　自治会・町内会加入世帯数で大きいところは1,926世帯、小さいところは66世帯と単位の差
が非常に大きい地域です。世帯数では約30倍の差があります。

●地区の特徴
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高齢者の暮らしのために

子育てを応援します みんなでつくる住みよいまち

健康づくりで元気に暮らそう 青少年の育成のために

障がい児者の暮らしのために

推進目標　2

推進目標　1-（2）

推進目標　1-（2）

推進目標　1-（2）

推進目標　3

推進目標　3

こどもの健やかな成長のため、子育てを
地域ぐるみで見守り、支援します。
・「親子ほっとサロン」

・「親子すくすく広場」

・「親子でおさんぽ」

・子育て支援体制の強化

高齢者が安心して、いきいきと暮らせるよう、
認知症予防や、地域の見守りを行い、
高齢者同士の交流を深めます。
・認知症理解の促進

・「敬老芸能大会」

・高齢者の見守り

・高齢者のふれあいの場づくり

誰もが、人と人とのつながりや地域の魅力を実感でき、
ずっと住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。
・広報紙「かまりや」の発行
・「社会を明るくする運動地区大会」の開催
・消防団、防災拠点、町内防災担当者の情報交換
・地域の資源を活かした自主事業の実施
・あいさつ運動

障がい 者児 とその家族が安心して
暮らせるように、地域の支えあい
の輪を広げます。

・障がい児の支援活動

・障がい児者への理解促進

こどもから大人まで、みんなが毎日を
元気に過ごすため、介護予防・
健康増進の取組を進めます。

・みんなで体操

・いきいきウォーキング

地域の小学校、中学校と連携し世代間の交流を行い、
地域全体で青少年の健全な育成を図ります。
・青少年の健全育成の取組
・青少年の見守り活動
・球技大会
・さわやかスポーツの推進
・「新春百人一首大会」
・「こどもの広場」

キャッチフレーズ

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

誰もが安心して暮らせるまち
みんなで考え行動する「釜利谷」

釜利谷 地区
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高齢者の暮らしのために

子育てを応援します みんなでつくる住みよいまち

健康づくりで元気に暮らそう 青少年の育成のために

障がい児者の暮らしのために

推進目標　2

推進目標　1-（2）

推進目標　1-（2）

推進目標　1-（2）

推進目標　3

推進目標　3

こどもの健やかな成長のため、子育てを
地域ぐるみで見守り、支援します。
・「親子ほっとサロン」

・「親子すくすく広場」

・「親子でおさんぽ」

・子育て支援体制の強化

高齢者が安心して、いきいきと暮らせるよう、
認知症予防や、地域の見守りを行い、
高齢者同士の交流を深めます。
・認知症理解の促進

・「敬老芸能大会」

・高齢者の見守り

・高齢者のふれあいの場づくり

誰もが、人と人とのつながりや地域の魅力を実感でき、
ずっと住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。
・広報紙「かまりや」の発行
・「社会を明るくする運動地区大会」の開催
・消防団、防災拠点、町内防災担当者の情報交換
・地域の資源を活かした自主事業の実施
・あいさつ運動

障がい 者児 とその家族が安心して
暮らせるように、地域の支えあい
の輪を広げます。

・障がい児の支援活動

・障がい児者への理解促進

こどもから大人まで、みんなが毎日を
元気に過ごすため、介護予防・
健康増進の取組を進めます。

・みんなで体操

・いきいきウォーキング

地域の小学校、中学校と連携し世代間の交流を行い、
地域全体で青少年の健全な育成を図ります。
・青少年の健全育成の取組
・青少年の見守り活動
・球技大会
・さわやかスポーツの推進
・「新春百人一首大会」
・「こどもの広場」

●地区のデータ（平成27年3月末現在）
　●人口　31,827人　●世帯数　14,070世帯　●高齢化率　28.0％

　釜利谷地区は、釜利谷東1〜8丁目、釜利谷南1〜4丁目、釜利谷西1〜6丁目で構成され、主に
16の自治会、町内会が親切・思いやりを基本に自然豊かな明るい地域づくりを目指しています。
地区内には小学校5校、中学校3校、高校や関東学院大学のキャンパスもあり、金沢自然公園、関
ケ谷市民の森、緑道やアメニティ通りがあり、豊かな生活環境や景観に恵まれています。

●地区の特徴
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