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身近な方々と
一緒に安心して

暮らせる地域づくりに
取組みましょう！
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都筑区地域福祉保健計画  「つづき あい」

第２期計画
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概要版

人と人とのつながりが実感でき、
お互いにささえあえる地域づくりを目指して
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都筑区マスコットキャラクター
「つづき  あい」

引越してきたばかりで、
ご近所との関わりが

ないな。

第２期計画では、このような取組をはじ
め、人と人とのつながりが実感でき、お
互いに支えあえる地域づくりを目指し
て、取組を進めていきます。

平成23年６月発行

横浜市都筑区福祉保健課   　横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
1045-948-2344　5045-948-2354　 Email tz-tifuku@city.yokohama.jp

あいちゃんボランティア登録募集中です！

社会福祉法人横浜市都筑区社会福祉協議会
都筑区荏田東4-10-3港北ニュータウンまちづくり館内

1045-943-4058　5045-943-1863　　http://www.tuzuki-shakyo.jp

あいちゃんボランティア登録に興味がある方はこちらまで

あいちゃんボランティアに
登録すると

●パソコンや携帯メールにボランティア
　募集情報などが配信されます！興味
　のある活動や講座があれば、積極的
　にアプローチしてみてください！！ 

●区内を中心とした約180の協賛店舗
　の優待サービスを利用できます！
　（割引、ワンドリンクサービスなど）

登録できる人は

●主に都筑区内に在住、在勤、在学の
　小学校５年生以上の方

●区内ですでにボランティア活動を行っ
　ている方、今後区内でボランティア活
　動をやってみたい方。（今回は、第一弾と
　して主に福祉保健分野のボランティア活動
　を対象とします）

大きな地震など
災害が起きたらと思うと

心配だわ。

近所の人が気軽に集まる、隣人祭
り※が行われ、顔の見える関係づく
りが進んでいます。

※隣人祭りでは、ご近所同士が集まり、お茶や食事
　をします。準備や人集めの心配をしないで、マン
　ションの中庭や近所の公園など身近な場所で、
　もっと気軽に集まろうという活動です。

ちょっとしたボランティアをして
いる人、地域、団体が増えています。

一人では、自宅の庭木の
手入れも大変になってきたわ。
手伝ってくれる人がいたら…

地域で、災害時に要援護者となる、
高齢者、障害者、乳幼児・妊産婦、外
国人などを支援する取組など、いざ
というときに助け合うための、日頃
からの関係づくりが進んでいます。

　地域での「つながり」を大切にして、地域住民をはじめ、地域の様々な主
体が、連携・協働し、地域課題の解決に取り組んでいけるよう顔の見える
地域づくりを進めていきます。

詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/fukushi/jigyou/2kikeikaku.html

検　索第２期都筑区地域福祉保健計画 クリック

第２期計画ではどんな取組を進めていくの？

方向性１：顔の見える地域づくりを進めます

★自治会町内会への加入促進や地域ぐるみの取組促進など、地域
　の基盤となる自治会町内会を中心とした地域づくり

★地域懇談会の開催や地域のネットワークの構築など、地域での情
　報・課題を共有する仕組みづくり

★隣人祭りの開催や交流拠点（居場所）づくりなど、身近な近隣で
　の関係づくり

★自治会町内会をはじめ地域で活動する団体同士や学校、企業・
　事業者など、地域の多様な主体の連携・協働の促進

主
な
取
組

　地域の課題解決に向けた主体的な取組を区全体に広げていくととも
に、ボランティアニーズへ対応していけるよう、幅広い区民参加により、
活動の輪を広げていきます。

方向性2：幅広い区民参加で活動や取組の輪を広げます

★あいちゃんボランティア登録制度の推進や、身近な地域ケアプラ
　ザでのボランティアや担い手の発掘、育成、コーディネートの展開

★地域と学校との連携や、地域活動、ボランティア活動の紹介などによ
　る若い世代や定年退職を迎える世代など、幅広い区民の参加促進

★計画を推進する地域の取組状況等を共有するための情報紙の発行

主
な
取
組

　支援が必要な人の把握や、情報提供のあり方等について検討を行い、誰
もが支援を受けられるような仕組みづくりや取組を進めていきます。

方向性3：必要な人に支援が届く仕組みづくりや取組を進めます

★支援が必要な人の把握や、情報提供のあり方等についての検討、
　庭の草刈や病院への付き添いなど身近な地域でできる「ちょっと
　した」助け合いの仕組みづくり

★民生委員児童委員の活動のＰＲ、関係機関との連携強化、増員
　の働きかけなど、活動しやすい環境づくり

★災害時要援護者支援事業「つづき　そなえ」の全地区での展開、
　孤立しがちな高齢者の見守り活動の推進、障害児・者への支援、
　児童虐待への的確な対応など

主
な
取
組

都筑区の３つの重点課題に応じた、３つの方向性に基づいた取組を進め
ます。

3 例えば・・・地域では、こんな取組が進んでいます5

■都筑区福祉保健計画　概要版　　A3／巻き 3つ折り／ 4C4C オモテ アウトライン前
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1 東山田東山田

１５連合町内会自治会エリアごとの地区別計画は、地域の特性に応じた生活課題にきめ細かく対応していくためのものです。
エリアごとに、この計画を進めていきます。

❶身近な地域での顔の見える関係づくりをさら
　に進めよう

❷現在行っている活動を着実に進めていこう

❸まちぐるみで子育ての支援に取り組もう

❹支援が必要な人に支援を届けるための仕組み 
　づくりを進めよう

東山田一～四丁目、東山田町
1 東山田地区

北山田一～七丁目、すみれが丘、南山田一～三丁目、南山田町
2 山田地区

あゆみが丘、牛久保一～三丁目、牛久保町、牛久保西一～四丁目、
牛久保東一～三丁目、大棚町、大棚西、中川一～八丁目、中川中央一・二丁目

3 中川地区

勝田町、勝田南一・二丁目、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、
茅ケ崎東一～五丁目、茅ケ崎南一～五丁目

4 勝田茅ケ崎地区

勝田団地
5 かちだ地区

荏田南一～三丁目、大丸
11 荏田南地区

川和町、川和台、二の丸
10 川和地区

荏田東一～四丁目、荏田東町
12 渋沢地区

茅ケ崎南四丁目内
13 茅ケ崎南ＭＧＣ地区

荏田南四・五丁目、荏田南町
15 柚木荏田南地区

目 

標

❶向こう三軒両隣の顔の見える関係づくりを広
　げよう

❷多様な年齢層の力を地域に還元しよう

❸地域の情報を伝える仕組みをつくっていこう

❹高齢者、障害者、子どもなど支援が必要な人に
　支援を届ける仕組みづくりを進めよう

目 

標

❶地域の活動から人の「わ（和・輪）」を広げよう

❷地域活動により多くの人が参加してもらえる
　よう、様々な工夫をしよう

❸荏田南のボランティアの仕組みを充実させよう

❹必要な人に支援を届ける仕組みづくりをすす
　めよう

目 

標

❶地域の活動を活かして、人と人とのつながりの
　輪を広げよう

❷地域のみんなの意見を大切にしながら様々な
　話題や課題を共有し、できることから取り組もう

❸必要な人に支援を届ける仕組みづくりを進めよう

目 

標

❶地域の活動をきっかけにして顔の見える関係
　をつくろう

❷地域の活動団体をつなぎ、協力して地域の課題
　に取り組もう

❸支援が必要な人に支援を届けるための仕組み
　づくりを進めよう

目 

標

❶身近な地域でのあいさつや行事をきっかけに、
　顔の見える関係をつくろう

❷地域で活動している団体のネットワークをつくろう

❸まちぐるみでこどもや青少年の育成に関わろう

❹高齢者・障害者の支援をすすめていこう

❶様々な活動や行事をきっかけに顔の見える関
　係を広げよう

❷地域の情報やルールをみんなへわかりやすく
　ＰＲしよう

❸若い世代に地域活動への参加を呼びかけ、担い
　手を育てよう

❹高齢者、障害者、こどもなど支援が必要な人へ
　支援が届く仕組みづくりを進めよう

❶向こう三軒両隣の顔の見える関係づくりを広げよう

❷それぞれができることを活かして、地域活動へ
　の参加の裾野を広げよう

❸分かりやすく情報を発信して地域を知っても
　らうための工夫をしよう

❹災害時要援護者支援事業「つづき　そなえ」の
　取組を進めよう

目 

標

目 

標

目 

標

❶地域の人々が出会う機会を増やし交流していこう

❷かちだ地区おもいやりネットワークを充実していこう

❸現在行っている活動を、充実していこう

❹支援が必要な人に支援を届けるための仕組み
　づくりを進めよう

目 

標

葛が谷、高山、富士見が丘、見花山
14 ふれあいの丘地区

❶顔の見える関係づくりを進めよう

❷地域の活動をつないで、協力して地域の課題に
　取り組もう

❸若い世代に地域活動の参加を呼びかけ、担い手
　を育てよう

❹高齢者など、必要な人に支援が届くための仕組
　みづくりを進めよう

目 

標

❶顔の見える関係づくりをすすめよう

❷地域の活動をつなぎ、協力して課題に取り組もう

❸地域での子育て支援を充実しよう

❹必要な人に支援を届ける仕組みづくりを進めよう

目 

標

新栄町、早渕一～三丁目
6 新栄早渕地区

❶地域で人と人とがつながるネットワークをつくろう

❷地域の子育て支援を充実しよう

❸支援が必要な人に支援を届けるための仕組みづくりについて取り
　組もう

目 

標

大熊町、折本町、川向町、桜並木、長坂、仲町台一～五丁目、東方町、平台
7 都田地区

❶地域の活動にみんなで参加して交流し、地域でのネットワークをつくろう

❷ボランティアたうん都田をすすめよう

❸地場野菜を生かして健康づくりをすすめよう

❹必要な人に支援を届ける仕組みづくりをすすめよう

池辺町
8 池辺地区

❶地域の活動を一歩一歩進めて、顔の見える関係を広げていこう

❷地域の活動をみんなにＰＲし、担い手を増やそう

❸子どもたちが健やかに育つ環境づくりを進めよう

❹高齢者、障害者など支援が必要な人に支援を届ける仕組みづくりを進めよう

目 

標

佐江戸町、加賀原一・二丁目
9 佐江戸加賀原地区

❶地域の人々が集まる場などを活用して、ふれあう機会を増やそう

❷地域の中で人々が活躍する場をつくろう

❸地域の情報を分かりやすく伝える工夫をしよう

❹高齢者、障害者、子どもなどを支援する活動や、ちょっとしたボラン
　ティア活動など、地域の支えあいの仕組みづくりを進めよう

目 

標

地区別計画地区別計画

目 

標

各地区では、地域懇談会や

地域支えあい連絡会等で話し合い、

取組が進んでいます。

方向性1：顔の見える地域づくりを進めます

方向性2：幅広い区民参加で活動や取組の輪を広げます
方向性3：必要な人に支援が届く仕組みづくりや取組を進めます

それぞれの目標が第2期計画の「3つの方向性」の
どれに該当するかを示します

　都筑区地域福祉保健計画（通称「つづき　あい」）は、誰もが住みなれた地
域で安心して暮らすことができることを目指しています。
　区民、地域、団体、企業と都筑区役所等が、地域課題に対してともに取
り組み、人と人との「であい　ささえあい　わかちあい」の仕組みをつ
くり、行動していくための計画です。
　平成18年度に策定された第１期都筑区地域福祉保健計画（５か年計画）
に引き続き、第２期都筑区地域福祉保健計画（平成23～27年度）を策定し
ました。

第２期都筑区地域福祉保健計画「つづき　あい」ってなぁに？

　第１期計画の取組や各地区で開催している地域懇談会での意見等か
ら、３つの都筑区の課題が明らかになってきました。

どうして第２期計画が必要なの？

基本理念

構　　成

連合町内会自治会エリアごとの目標や、取組内容を盛り込
んだ行動計画である「地区別計画」とともに、都筑区役所・区
社会福祉協議会の行動計画、地域ケアプラザの行動計画、区
社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」で構成されています。

人と人との
「であい　ささえあい　わかちあい」

都筑区の

データ

　誰もが暮らしやすい都筑区を目指していくため、この３つの課題を重
点課題として位置づけ、取組を進めます。

地域のつながりの
希薄化

課題❶

転入者の増加、近隣
関係などの価値観の
多様化、自治会町内会
加入率の低下などに
より、地域のつながり
が希薄化しています。

活動の担い手の
不足・固定化

課題❷

今後の少子高齢化の
進展により、ボラン
ティアに対するニー
ズが高まる一方、活動
や取組の担い手が不
足・固定化しています。

家族以外の社会的支援
が必要な人の増加

課題❸

家族以外の社会的支援
を必要とする人が増え
ています。近所付き合い
がほとんどない人も見
られ、支援を必要とする
人の把握が、ますます難
しくなっています。

【自治会町内会加入率】

【年齢 3区分別人口割合の推計結果】

【高齢者世帯類型別の推移】

平成 22年 4月 1日現在
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■その他高齢者のいる世帯　■高齢者のみ世帯　■高齢者単身世帯

15～64歳
65歳以上

1 4

2

平成22年度 7,326 5,009 5,822

平成21年度 7,344 4,767 5,342

平成20年度 7,269 4,458 4,912

平成19年度 7,082 4,104 4,459

平成18年度 6,921 3,785 4,204

■都筑区福祉保健計画　概要版　　A3／巻き 3つ折り／ 4C4C ナ　カ アウトライン前


