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地区の特徴

金 沢 東 部 地 区

　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。

　金沢東部地区の65歳以

上人口比率は、区平均、市

平均を上回っています。

　人口は約11,000人です

が、この10年で約400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。

　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。

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移

地区の統計データ

第３期金沢区地域福祉保健計画
いきいき金沢・ささえあいプラン
地区別計画（平成 年～ 年度）
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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。 

（平成27年3月末現在）

年齢別構成（平成27年)

～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3期計画を検討しました。

＊地区推進連絡会

　平成26年度１１月／３月（谷津坂会館）

＊検討部会

　平成27年１月／６月／７月

【話し合われた主な話題・テーマ】

・災害時の要援護者支援　　・認知症対策

・充実した子育て支援の取組の継続

・地域活動の担い手確保　　・効果的なボランティア募集

かもめの会 火曜ふれあいサロン ひよこ会 ふれあい談話室 暖かい輪の会

子育て中のママたちが
自主運営しているサー
クル
毎月第3木曜日
 場所  堀口町内会館
 対象  0歳~未就園児
 会費  年600円
 内容  季節のイベント
を取り入れた遊び等

隔月第2木曜日
 場所
谷津坂会館
内容
高齢者の健康に関する
講演･体力測定･体操･バ
ス旅行など

毎月第3火曜日
 場所
谷津坂会館
 内容
( 第 1部 ) 地元のサーク
ル･個人のパフォーマン
スを楽しむ( 第 2 部)お
茶菓子を食べながらの
歓談、よもやま話

毎月第2,4金曜日
 場所
西柴団地自治会館
 内容
季節のイベントを取り
入れたサロン（第 2 金
曜）、体操（第4金曜）

年5回(日曜日)
 場所
堀口町内会館
 内容
健康講座、サマーコン
サート、男料理を楽し
む会等



 
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

要援護者の実態把握調査

・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

防災リーダー会議の開催

・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

ボランティアの確保及びコーディネーターの人材育成

・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

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

・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

世代間の交流の促進

・高齢者と子どもたちが交流できるような支援高齢者の健康づくり
・認知症予防・理解促進・社会参加の促進

高齢者が集う場所の確保

障害児・者の理解周知
・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

障害者避難スペースづくり
・避難スペースづくりの企画

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

「赤ちゃんと遊ぼう」
いっぱい笑顔が見られました

秋祭りでキッズボランティアが
チョコバナナを作製中！

みんなで手話講座

＜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

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

健やかな子ども・青少年を地域全体で育てましょう！！
　・親子の広場を開催することで、場の提供にとどまらず、参加した養育者が次の担い手にな

るなど広がりを見せています。
　・　「赤ちゃんと遊ぼう」やふれあい秋祭りを通じて小中学生のボランティア体験が充実しま

した。
障がい児者への理解を深めましょう！！

　・地域向けに、障害者理解講座を開催しました。また、広報誌において、障害福祉関連記事
を掲載し、理解を広げました。

いつまでもこの地で、その人らしくいきいきと！！
　・希望の高齢世帯に月３回お弁当を作り配食サービスを実施し、安否確認を行いました。

地域の人材は地域の宝！！
　・地域の人材を調査し、「人材バンク」の作成を検討しました。

心をこめてお弁当づくり剪定作業中

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


