
富岡第二地区

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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富岡第二地区は区の中心より北に位置

しており、地区の北側に富岡総合公園、

東に富岡八幡宮と八幡公園などがあり、

自然や歴史が融合したまちです。交通機

関は南北に京急線が走り、京急富岡駅が

あります。地区の中央部に国道 16 号線

が南北に走っています。

地区は富岡東部町内会・富岡中部町内

会・富岡南部町内会・富岡シーサイドコ

ーポ町内会・団地とみおか自治会・ツイ

ンミューズ富岡自治会・クオス横浜富岡

で構成されています。

●人 口 人

●世 帯 数 世帯

●高齢化率 ％

富岡第二地区の 歳

以上の人口比率は、区平均

より下回っていますが、市

平均より上回っています。

人口は約 人です

が、この５年では１ 人

増えています。 ～ 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。

年齢別構成（平成27年)

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移

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
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富岡第二 金沢区 横浜市

7,578人 7,296人 7,461人

12.0% 11.1% 11.6%

70.0% 66.6% 63.5%

17.9% 22.3% 24.9%

平成17年 平成22年 平成27年

0〜14歳人口 15〜64歳人口 65歳以上人口

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。

＊

障害児・者との
交流・芋ほり

月ボウリング大会 １月餅つき大会 中途障害者との
グラウンドゴルフ ７月 社会を明るく

する運動地区大会

月 大運動会 月・ 月 配食 認知症予防スリーＡ講座 ７月 昼食会 ゆりかご

～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 年度第１回地区推進連絡会：平成 年 月 ６日

第２回地区推進連絡会：平成 年 ４月 日

＊平成 年度第１回地区推進連絡会：平成 年 月 日

【話し合われた主な話題・テーマ】

①異世代交流イベントの充実 ②認知症予防と認知症を理解する講座の開催

③学校との連携 ④旧川合玉堂邸について等

計画立案 富岡第二地区推進連絡会

発 行 平成 年 月

金沢区役所福祉保健課 金沢区社会福祉協議会 横浜市富岡東地域ケアプラザ
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横浜市建築局基本図データ（地図情報レベル ）により作成

地域福祉保健計画とは

地区の統計データ地区の特徴

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

富富岡岡第第二二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

主な年間行事



地域のさまざまな活動を広く周知します

顔のみえるまちづくりを進めます健やかな子ども、青少年を育てます

いろいろな行事を通じて、地域の連携をつくっていきます

地域で健康づくりを進めます

推進目標 1-(2)・3 推進目標 1-(2)・3

推進目標 1-(1)

推進目標 1-(1)

推進目標 2

フリースペースころころ

餅つき大会

かもめ体操

スリーＡ講座

広報誌・みんなの輪

  
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

子育てサロンの開催（毎月第１水曜日 時～富岡会館）

・０歳から就学前までの子育て中の養育者を対象に

フリースペース“ころころ”を開催します。

小学生の通学支援

社会を明るくする運動

 
異世代交流イベント

・町内会の誰もが参加できる運動会を開催します。

・家族ぐるみで参加できるボウリング大会を開催します。

・町内会の誰もが参加できる餅つき大会を開催します。

 

 健康づくりのためのコーラス教室（毎月第２月曜日 時 分～ 富岡会館）

高齢者の健康増進・維持のための転倒骨折予防体操教室
（毎月第３水曜日 時 分～ 富岡シーサイドコーポ町内会集会所）

・「かもめ体操・はまちゃん体操」などを行います。

ウォーキング

グラウンドゴルフ（高齢者を対象）
・健康づくりと引きこもり防止・友だちづくりのため毎月２回

実施します。（８・１・２月を除く）

高齢者の新たな活動の場や機会の創出

認知症に関する講座の実施
・スリー 方式（あかるく・あたまをつかって・あきらめない）

を取り入れた認知症予防のための講座を開催します。

・「認知症を理解するための講座」を開催します。

昼食会・配食とひとり暮らし高齢者世帯等への見守り訪問の実施

７５歳未満のひとり暮らし高齢者、夫婦のみ世帯等への支援

障害児・者の余暇活動支援
・障害児・者と地域住民、学校との交流促進と障害児・者の

生活体験の拡大を図るための支援活動を進めます。

災害時要援護者への支援

広報誌の発行
・地区社会福祉協議会の広報誌

「みんなの輪」を年１回発行します。

＜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

・子育てサロン「フリースペース“ころころ”」のチラシの回覧やポスター掲示に加え、お母さん

たちの口コミにより参加者が増加しました。また父親を対象にした企画も実施しました。

・富岡第二地区の三大行事である「運動会」「ボウリング大会」「餅つき大会」を開催し、地域の

連携をつくりました。

・健康づくりのためのコーラスや体操教室を開催し、多くの参加者がありました。またグラウン

ドゴルフは中途障害者とともに実施しました。

・ひとり暮らし高齢者の見守り訪問や、認知症予防の講座と認知症への理解を促進するための講

座を開催し、顔の見えるまちづくりをすすめました。

・地区社会福祉協議会の広報誌「みんなの輪」を発行し、地域の活動を紹介しました。

・75歳以上のひとり暮らし高齢者については、横浜市の“ひとり暮ら

し高齢者「地域で見守り」推進事業”で民生委員児童委員と地域ケ

アプラザ（地域包括支援センター）を中心に把握に努めています。

第 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


