
 
 
 
 
 
 
  

横浜市建築局基本図データ（地図情報レベル ）により作成
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～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。

第１回地区推進連絡会 平成２６年１１月２８日（瀬戸町内会館）

第２回地区推進連絡会 平成２７年 ３月２７日（瀬戸町内会館）

第１回検討部会 平成２７年 ２月２７日（瀬戸町内会館）

第２回検討部会 平成２７年 ８月２４日（瀬戸町内会館）

【話し合われた主な話題・テーマ】

・地域の高齢化問題

・多世代交流

・防災・防犯

・ケアプラザとの連携

・次世代の担い手

・広報の方法について 広報誌

・地域イベント

計画立案 六浦地区推進連絡会

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

横浜市六浦地域ケアプラザ　横浜市柳町地域ケアプラザ

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。

４月 高齢者お花見会
５月 六浦地区連合・社協総会
６月 春季ハイキングいも掘り

学童とふれあい給食会
７月 昔遊びの会 夏祭り
８月 広報『社協むつうら』発行

ミニ集会 盆踊り
９月 敬老のつどい

月 社明大会
月 秋季ハイキング地域めぐり

福祉講座
むつうらたより発行

月 学童とのふれあいタイム
仲間と学ぶ（研修会）

１月 新年会 社会見学
２月 地域ケア意見交換会
３月 むつうらたより発行

毎月 ハイハイくらぶ
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　六浦地区の65歳以上の人口比率は、区平均、市平均を上回っています。人口は約

13,600人ですが、この10年で約600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。

●人 口 人

●世 帯 数 世帯

●高齢化率 ％

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移

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

　金沢区の南に位置する六浦地区は、鎌倉時代に源頼朝が勧請した瀬戸神

社があり、道路を挟んで神社の前に頼朝の妻北条政子が勧請した弁財天を

祀る琵琶島神社が琵琶の形に、平潟湾に浮かび美しい景観を作っています。

 現在、金沢八景駅前は開発中ですが、平成３１年に完成すればシーサイド

ラインが駅に接続し、駅西側の円通寺跡にある木村邸は歴史遺産を残した

公園となり、東照宮のあった権現山からお伊勢山に続く山道は健康づくりに

良いハイキングコースになるでしょう。

　海と緑と歴史に恵まれた地区で、２つの大学、高校がある文教地区です。

 高齢化は進んでいますが、地域と学校との連携の絆は強く、小学生には昔の遊びを地域の

高齢者が教えたり、中学生は夏祭りに参加して汗を流すと共に六浦の歴史を知り、大学生と

の地域連携も盛んです。

 温暖な気候、穏やかな人情、そんな中で支えあい、学びあい、笑いあう地域を作ってい

ます。

＊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）

地域福祉保健計画とは

地区の特徴

地区の統計データ

年齢別構成（平成27年)

六浦地区及び周辺地域の住民利用施設

第3期地域福祉保健計画地区別計画の策定経過 主な年間行事



＜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

社会を明るくする運動
①社明大会：年１回秋季に講師を招いて開催します。
②ミニ集会：身近な問題について考える機会を持ちます。

福祉講座

・認知症、健康、障害等さまざまな課題や問題について、講師を招いて講演会を開催します。

地域ケア意見交換会

・身近な問題を取り上げ、講師を招いて年１回開催します。

子どもの見守り

・登下校の子どもを地域で見守ります。

災害時に備えた取り組み【新規】

・もしもの災害に備えた仕組みづくり（災害時要援護者支援や見守り、地域の防災訓練等）

「広報誌」や「むつうらたより」の発行

・広報誌「社協むつうら」を年 回、「むつうらたより」を年 回、それぞれ
部発行します。社協の様々な取り組みや、地域でのイベント等を写真

を使ってわかりやすく伝え、楽しんで読めるような誌面作りを目指します。
また誌面をリニューアルし、六浦地区の歴史や自然環境なども積極的に取り
上げていきます。

・年 〜 回見守り訪問します。年 回、高齢者の集う場所を用意します。

・地域住民と小学校で学童と給食を一緒に食べます。

・学童が町内会館を訪問し交流を深めます。

・地域の高齢者が、新小学一年生に昔の遊びを伝えます。

・さくらの開花に合わせて六浦公園でお花見会を実施します。

・高齢者が足を運びやすい町内会単位くらいの規模

で居場所づくりを進めます。

・その年の問題をテーマに話し合い、仲間と共に学ぶ場にします。

・工場や福祉施設等の見学会を年１回開催します。

・ 歳～未就園児母子を対象に支援活動を行います。

・六浦東地区と六浦西地区と合同で親子参加型イベントを年１回開催します。

春季ハイキング ・子どもから高齢の方、障害のある方も一緒に、じゃが芋掘りを開催します。

秋季ハイキング ・健康づくりを目指した地域めぐりハイキングを開催します。

お祭り ・７月の第２日曜日に瀬戸神社の天王祭に合わせて開催します。

（六浦中学校の生徒は「総合」の授業の一環として、各町内会に参加します）
地域でいきいき楽しい老後

・配食ではなく、品物を持って訪問したことで、まだ元気だから・・と配食を断っていた

人にも喜んでもらえました。訪問軒数も増え、見守りの効果は出ています。

・小学生に昔遊びを伝えたり、一緒に給食を食べるなどの交流をしました。

楽しい仲間づくり

・研修会や工場見学を通して、活動を担う仲間と学習する機会を持ちました。

子育てしやすい環境づくり

・子育て支援（ハイハイくらぶ）や親子参加型イベントを通して、養育者同士の交流が

できました。

子どもから高齢者までみんなで集まろう

・ハイキングやお祭りを通して、多世代の交流が出来ました。

安全・安心なまちにするために みんなで力をあわせる

・健康問題や振り込め詐欺に関する講座を開催し、理解を深めました。

・登下校の子どもを地域で見守りました。

むつうらたより
キャラクター
「六浦ハゼオ氏」

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

高齢者の見守り

学童とのふれあい給食会

学童とのふれあいタイム

昔遊びの会

高齢者お花見会

高齢者の居場所づくり

子育て支援活動（ハイハイくらぶ）

むつりんピック

研修会

社会見学

地域でいきいき 楽しい老後

楽しい仲間づくり

子育てしやすい環境づくり

子どもから高齢者までみんなで集まろう

安全・安心なまちにするためにみんなで力をあわせる

社協の取り組みをわかりやすく伝える 広報啓発活動 推進目標 ３

推進目標１-(1)(2)・2

推進目標１-(2)

推進目標１-(2)

推進目標１-(1)・2

推進目標１-(2)・3


