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誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指し、地域における様々な課題に対し、

区民・事業者・行政などが一緒に考え、行動していく計画です。その目的は、お互いに支えあ

うことができる“地域のつながり”をつくることにあります。

「誰もが安心して 健やかに住み続けられる 支えあいのまちづくり」の理念のもとに、区内

１４地区における「地区別計画」と、区域全体の共通課題に対する取組である「区域計画」か

ら構成されています。

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、 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。

●人 口 人

●世 帯 数 世帯

●高齢化率 ％

金沢地区の 歳以

上の人口比率は、区平

均、市平均を上回ってい

ます。人口は約15,400

人ですが、この 年で

約1,600 人減少してい

ます。 ～ 歳、 ～

歳の人口割合が減

り、 歳以上人口の割

合が増えています。
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「町丁別年齢別男女別人口」による

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移

年齢別構成（平成27年)

【通年事業】 地域パトロール １回 週 （各町内会ごと実施）

ともだちつくろう ２回 月 （金沢地区連合町内会館）

配食サービス ２回 年 （金沢地区連合町内会館）

会食会 １回 年 （金沢地区連合町内会館）

まちぐるみ健康づくり ６回 年 体操・ウォーキング・講演会など

みかん狩り、じゃがいも堀り 各１回 年 （柴グリーンファーム）

【季節の事業】 どんど焼き 月 （海の公園）

木工教室 月 （金沢小学校）

バーベキュー大会 月 （野島公園）

～地区推進連絡会～

身近な地域の様々な生活課題の解決に向けて、地域の方と区役所・区社会福祉協議会・
地域ケアプラザで構成する地域支援チームが集まって話し合う場です。また、地区別計画
の策定・推進母体として、第 期計画を検討しました。

第 回地区推進連絡会 平成 年 月 日
第 回地区推進連絡会 平成 年 月 日

【話し合われた主な話題・テーマ】

地域の伝統文化、祭りなどの継承や災害対策、人と人との交流を増やすために、
地域の中でできる事や今後すすめる取組について、意見交換を行いました。

横浜市建築局基本図データ（地図情報レベル ）により作成
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人口及び世帯数は町・丁目単位の統計数値に基
づき算出したものであるため、実際の地区の数値と
は異なります。参考データとしてお取扱いください。

＊

地区の統計データ地区の特徴

主な年間行事

第第 期期地地域域福福祉祉保保健健計計画画地地区区別別計計画画のの策策定定経経過過

地域福祉保健計画とは

金沢地区及び周辺地域の住民利用施設



 
地区の目標 関連する区域計画の推進目標

目標達成に向けた取組 です

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

＜重点テーマ２＞
みんなで健康づくりに取り組み

いきいきとしたまちへ

＜重点テーマ１＞
身近な知りあいを増やし
安心の輪を拡大

＜重点テーマ３＞
『得意』や『経験』をいかして
わたしもあなたも地域も元気に

多世代が知りあう
場づくり

日常生活の中で多様な
見守りや助けあいを推進する

仕組みづくり

みんなで取り組む
楽しい活動をとおした

健康づくり

誰もが活躍できる場や
きっかけを通じたいきいきと暮らせる

地域づくり

推進目標 ２ 推進目標 ３推進目標１

推進目標

子育て世代から高齢者まで誰もが集い、支えあえる地域にします。

・未就園児とその保護者を対象に、フリースペースを月 回開催しました。

・配食を年 回と、ひとり暮らし高齢者カレー会食を行いました。

地域活動に多くの人が係われる地域にします。

・年 回野島公園（8月第 土曜日）で「バーベキュー大会」を開催しました。

・町内会の掲示板を有効活用し地域情報を提供しました。

防災、防犯面で安心できる地域にします。

・地域パトロールを各町内会で週 回程度実施しました。

住民同士の声かけや挨拶をすすめます。

・学校、 と連携し、自転車のマナーについて話し合いなどを実施しました。

第 期地区別計画（これまでの活動の振り返り）

金沢区地域福祉保健計画 区域計画


