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～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。

＊平成２６年度第 回地区推進連絡会 平成 年 月 日 関東学院大学
＊平成２６年度第 回地区推進連絡会 平成 年 月 日 関東学院大学
＊平成２７年度第１回地区推進連絡会 平成 年 月 日 関東学院大学
＊第１回検討部会 平成 年 月 日
＊第２回検討部会 平成 年 月 日
＊第３回検討部会 平成 年 月 日

【話し合われた主な話題・テーマ】
「子ども」「高齢者」「地域・安全」「担い手後継者育成」の４グループに分かれて

「誰もが住みよい支え合いの街 六浦東」という視点で意見交換をしました。
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出典）横浜市統計ポータルサイト
「町丁別年齢別男女別人口」による

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。

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。

　六浦東地区の65歳以

上の人口比率は、区平均

より下回っていますが、

市平均を上回っていま

す。人口は約6,400人

ですが、この10年で

990人減少していま

す。0～14歳、15～64

歳の人口割合が減り、

65歳以上人口の割合が

増えています。

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移

＊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。 

＊第４回検討部会 平成 年 月 日
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敬老者への記念品配布、瀬ヶ崎小学校拠点防災訓練、盆踊り、社会を明るくする運動地区大会、芸能祭

一人暮らし高齢者の安否確認、配食、敬老者への記念品配布、養育者の見守り、相談

健康講座、運動講座、歴史散策、親子の食育教室、ウォーキング

ふれあいサタデー、いこいの場、わくわくキッズ、盆踊り、芸能祭

地域ふれあいまつり、いこいの場、芸能祭

青少年健全育成行事、盆踊り、地域ふれあいまつり

社会を明るくする運動地区大会

学童の安全を見守る事業

自治会・町内会
民生委員・児童委員、主任児童委員
保健活動推進員、食生活等改善推進員
地域子育て会
人材マップ
青少年指導員、スポーツ推進委員
保護司
学援隊（見守り隊）

担い手 計画

地域福祉保健計画とは

地区の特徴 地区の統計データ

地区別計画の担い手紹介

六浦東地区及び周辺地域の住民利用施設

第3期地域福祉保健計画地区別計画の策定経過

年齢別構成（平成27年)



第２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
●世代を超えて気楽に交流しあえる地域づくり

・常設のサロンを立ち上げるための準備を行いました。
・夕涼み俳句会、お月見俳句会、新春俳句会など、

ふれあいサタデーの内容を充実させました。

●健やかなこども・青少年を育てます

・地域と児童の保護者が協力して登下校の見守りを行いました。
・瀬ヶ崎小学校創立６０周年記念として、「アスレの森」整備事業を

実施しました。

●地域活動にみんなが参加します

・「人材マップ」の内容を更新し、第７版・第８版を発行しました。

・毎年９月１日に拠点防災拡大会議を開催し、地区全体で防災に

取り組みました。

▲ 芸能祭

▼ ふれあい盆踊り

わくわくキッズ
・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。

地域ふれあいまつり
・「人材マップ」を主体に地域と小学生の交流祭を行います。

青少年健全育成行事
・毎年、スポーツ大会を行います。

ヤングボランティア「バルーン」
・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。

アスレの森の活用
・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。

学童の安全を見守り
・登下校の安全を手助けします。

▲

拠点防災訓練
・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。

高齢者、養育者の見守り
・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。 ▲ 拠点防災訓練

▼ 健康づくりの会

いこいの場
・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。

支えあうまちづくり活動
・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。

ふれあいサタデー
・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。

健康づくりの会
・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。

芸能祭
・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。

ふれあい盆踊り
・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。

▲ 地域ふれあいまつり

▼ 社明大会

▲ 青少年健全育成行事

地域活動
・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。

社会を明るくする運動地区大会（社明大会）
・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。

＜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

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

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）


