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第4期とつかハートプラン（戸塚区地域福祉保健計画）

2　第1章　戸塚地福計画について

とつかハートプランは、

「誰もが安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現」を基本理念にした、

戸塚区で暮らし、学び、働く人たちによる、

より良い「地域づくり」のための取組をまとめたものです。

とつかハートプランについて

全体像を知りたい P06～ P15

区内共通の取組を知りたい P16～ P50

区内地域ごとの取組を知りたい P51～ P89

プランの進め方を知りたい P90～ P91

この冊子を、「住みよいまち」への一助に

とつかハートプラン
マスコット『こころん』
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ご挨拶

第４期とつかハートプラン策定・推進委員会座長　相澤 稔

　戸塚区では、平成18年度から「とつかハートプラン（戸塚区地域福祉保健計画）」が
スタートし、福祉保健分野をはじめとした様々な活動が地域で行われています。このたび、
令和3年度から令和7年度までの5か年を計画期間とする第４期とつかハートプランが
まとまりました。策定にあたってご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
　第4期とつかハートプランは、第3期までに積み重ねてきた成果を大切にしながら、地域の活動を継続・
発展させることを目指しています。第３期から連合町内会自治会・地区社会福祉協議会エリアで策定し
ている地区別計画は、地域住民と区役所、区社協、地域ケアプラザ等の関係機関が意見交換を重ねながら、
地域の実情や特性に応じた取組をまとめたものです。ぜひお住まいの地区の計画をご覧いただき、身近
なイベントや活動に参加していただければと思います。第4期とつかハートプランの取組を進めることで、
戸塚がこれまで以上に安心して心豊かに暮らすことのできるまちになることを願っています。

横浜市戸塚区長　吉泉 英紀

　第4期とつかハートプランの策定にあたっては、とつかハートプラン策定・推進委
員会の皆様をはじめ、関係機関の皆様などから多くの貴重なご意見をいただきました。
心から御礼申し上げます。
　地域を取り巻く福祉保健の課題は、少子高齢化や世帯の縮小化などの社会状況の変化
を背景に複雑・多様化しています。第4期とつかハートプランでは、これまで築き上げてきた成果を土台に、
区役所、区社協、地域ケアプラザのほか、分野を超えた関係機関が連携し、この複雑・多様化する生活上
の課題解決に向けた取組を進めていきます。
　とつかハートプランが掲げる「誰もが安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現」には、
区民の皆様の参画が必要不可欠です。区役所としても、区民の皆様が主体の地域づくりを進められるよう
全力でお支えしますので、引き続き、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉協議会会長　大副 祥一

　新型コロナウイルス感染症の流行や東京2020オリンピック・パラリンピックの
開催など、世界規模の出来事が起きる中、第4期とつかハートプランは完成しました。
皆さんの心に残る第4期計画になるでしょう。
　とつかハートプラン「地区別計画」は、連合町内会自治会エリアで策定されており、
各地区で次期計画の検討にあたり、第3期の計画を振り返りながら第4期の目標を考え、更に地域の
状況を反映させながら策定を行いました。区民のみなさまにとって身近で親しみを感じていただける
計画となっています。
　今後、完成した計画を具体的に進めていくために、戸塚区社会福祉協議会は地域福祉の推進役として、
地域の皆様や地域ケアプラザ・区役所などの関係機関と協力しあい、皆で住み良いまちづくりを進めて
いきたいと思います。
　最後になりましたが、計画策定にあたりご協力をいただいた方々に心より御礼申し上げます。ありが
とうございました。
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