
【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。

＊ 第１回 地区推進連絡会 平成 年 月 日 富岡ふれあいハウス
＊ 第２回 地区推進連絡会 平成 年 月 日 富岡ふれあいハウス
＊ 第３回 地区推進連絡会 平成 年 月 日 富岡ふれあいハウス

【話し合われた主な話題・テーマ】

☆ 認知症対策
☆ 災害時の避難場所
☆

☆

ボランティア

安全・安心な街を目指して
防犯パトロールの強化

の発掘と育成
（小学生の父母・中学生・高校生）
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計画立案 富岡第一地区推進連絡会
発 行 平成２８年３月

金沢区役所福祉保健課 金沢区社会福祉協議会
横浜市富岡地域ケアプラザ 横浜市並木地域ケアプラザ

●人 口 人

●世 帯 数 世帯

●高齢化率 ％

※平成２７年３月末現在

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。
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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

第 回 地区推進連絡会 第３回 地区推進連絡会

富岡総合公園の桜

富岡第一地区の 歳

以上の人口比率は、区平

均、市平均を下回っていま

す。人口は約 人で

すが、この５年では約

人減少しています。

～ 歳の人口割合はほ

ぼ横ばいですが、 ～

歳の人口割合が減り、

歳以上人口の割合が増え

ています。

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）

富岡第一地区

地域福祉保健計画とは

地区の統計データ地区の特徴
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。

＊

もちつき大会

主な年間行事
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※富岡第一地区社会福祉協議会 広報部より提供

お元気サロン 毎月第 土 午後 ～ 時

（ 月・ 月は休み）

富岡ふれあい

ハウス

お元気スクスク 毎月第 木 午前 ～ 時半 連合町内会館

ふれあい夏祭り 年年毎 8月（前回は平成 26 年） 富岡公園

連合町内会大運動会 毎年 月 小田中学校校庭

みかん狩り 毎年 月 柴ファーム 他

社会を明るく する

運動大会

毎年 月 小田コミ ュニティ

ハウス

もちつき大会 毎年 月 富岡公園

年齢別構成（平成27年）

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移　金沢区の最北に位置して

おり、丘陵地を開発した坂道

の多い住宅地で、北と西は磯

子区に隣接しています。

　七つの町内会・自治会が垣

根をとって共同で多くの事業

をし、事業名に当地区独自の

『お元気○○』の名称をつけ

ています。

【近隣の施設】
○国立研究開発法人
　海洋研究開発機構　横浜研究所

昭和町3173-25

○並木地域ケアプラザ
富岡東

○富岡地域ケアプラザ

富岡西

○富岡小学校
　富岡コミュニティハウス

富岡西

富岡第一地区

能見台地区

釜利谷地区

金沢シーサイド
タウン地区

富岡西・
能見台地区

金沢東部
地区

富岡
第二地区

富岡
第三地区

金沢南部
地区

金沢地区

六浦地区

六浦東地区

六浦西地区

金沢中部
地区

富富岡岡第第一一地地区区及及びび周周辺辺地地域域のの住住民民利利用用施施設設

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



世代を超えて気軽に交流し合える地域づくり 推進目標 1-(1)

子どもを見守る地域づくり 推進目標 1-(1)(2)

・地区の誰でも参加できる交流の場

・運動会・ふれあい夏祭り

・みかん狩り・もちつき大会

世代間交流イベントの開催

「お元気サロン」の開催

コーヒー・お茶で楽しいひととき みんなで力を合わせて

・ ～ 歳児親子対象のフリースペース

「お元気スクスク」の開催

「社会を明るくする運動大会」
「ミニ集会」の開催
地域と学校の連携・交流

・スポーツ交流会の開催

・車椅子の小学生の学校生活を支援

車椅子の児童の学校生活を支援
（小田小学校）

お元気 スクスク（クリスマス会）

安全で安心できるまちづくり

地域での安心できるまちづくり
・【お元気ですかコール】定期的に電話をかけ安否確認

・【お元気ボランティア】困った時のお助けマン

・【お元気訪問】定期的に訪問し安否確認

・【お元気お助け隊】地区社協のボランティア活動

・【ゲートボール大会、グランドゴルフ大会の支援】

お元気ですかコール お元気お助け隊（落書きを除去）

みんなの顔が見える街

広報・啓発・人材育成

きれいなまちづくり

推進目標 1-(1)(2)・3

推進目標 3

推進目標 1-(1)(2)・2・3

公園の清掃（月 回）

バス停の清掃（毎週）

・富岡公園の清掃

・鳥見塚バス停と地下道の清掃

富岡公園 鳥見塚バス停付近の清掃

 
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

広報
・地区の情報を広く伝えるための広報紙を年 回発行

・「お元気スクスク」「お元気サロン」用ポスターを年 回発行

地域の担い手づくり
・行事、イベントなどを通じて新たな担い手の発掘と育成

地域ケアプラザとの連携
・地域と情報を共有・医療講座・講演会・研修会等の各事業を開催

医療講座

災害時要援護者避難支援事業

防災訓練の実施及び参加

防犯パトロール

地域防災拠点防災訓練 防犯パトロール

＜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

第 期地区別計画（これまでの活動の振り返り）
〔安全で安心できるまちづくり〕

・高齢者の安否確認を重点とした高齢者の見守り、支え合う地域を目指し実施。

平成 年度～「お元気ですかコール」：電話による安否確認（週 回）

平成 年度～「お元気訪問」 ：訪問による安否確認（年 回）

〔広報紙の発行〕

・平成 年度より地域の広報紙「地区社協だより」を年 回発行。

〔お元気お助け隊〕

・平成 年度より地区社協のボランティア活動を実施。

〔地域と学校との連携〕

・車椅子の小学生の学校生活を支えるボランティアを募集し派遣。

金沢区地域福祉保健計画 区域計画

地域防災拠点防災訓練

「地区社協だより」


