
釜利谷地区

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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釜利谷地区は、釜利谷東 〜

丁目、釜利谷南 〜 丁目、

釜利谷西 〜 丁目で構成さ

れ、主に の自治会、町内会

が親切・思いやりを基本に自然

豊かな明るい地域づくりを目指

しています。地区内には小学校

校、中学校 校、高校や関東

学院大学のキャンパスもあり、

金沢自然公園、関ケ谷市民の森、

緑道やアメニティ通りがあり、

豊かな生活環境や景観に恵まれ

ています。

●人 口 人

●世 帯 数 世帯

●高齢化率 ％

釜利谷地区の 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

人ですが、この 年で

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。
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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

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。

＊

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移

年齢別構成（平成27年)

金沢区の西側に位置し三方を丘陵に囲まれ、かつては六国峠ハイキング
コースとして、鎌倉天園までハイカーを楽しませたものです。その面影は、
当時が偲ばれる程度、僅かながら残されております。

各所に歴史が点在していますが、鎌倉時代中期、金沢北条氏は、鎌倉古道
朝比奈峠〜白山道〜坂本〜宿〜赤井の釜利谷各村道 を経て北条館へ往来
したとされています。また、金沢八景の一つとして「小泉 こずみ の夜雨
やう 」が有名ですが、選ばれた昔日の場所は、すばらしい景勝の地にありました。そこに祀られ
ていた弁財天は、今、手子神社に移されています。釜利谷を流れる宮川の河口に瀬戸橋が架けら
れて 約700年前 金沢が発展し、釜利谷も宮川の船便で商売が出来たと伝えられています。

計画立案 釜利谷地区推進連絡会

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

横浜市釜利谷地域ケアプラザ 横浜市西金沢地域ケアプラザ

～ 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 回連絡会 平成 年 月 日 宿町内会館
○ 検討部会：３回 平成 年 月 日、 月 日、 月 日
◎ 平成 年度第 回連絡会 平成 年 月 日 釜利谷地区センター
○ 検討部会： 回 地区社会福祉協議会三役会・役員会で実施

三役会： 回 平成 年 月 日、 月 日、 月 日、
月 日、 月 日、 月 日

役員会： 回 平成 年 月 日、 月 日、 月 日、 月５日、 月 日
◎ 平成 年度第 回連絡会 平成 年 月 日 釜利谷地区センター
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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

釜利谷地区及び周辺地域の住民利用施設

地区の紹介



 
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

高齢者の暮らしのために

子育てを応援します みんなでつくる住みよいまち

健康づくりで元気に暮らそう 青少年の育成のために

障がい児者の暮らしのために

推進目標　2

推進目標　1-（2）

推進目標　1-（2）

推進目標　1-（2）

推進目標　3

推進目標　3

こどもの健やかな成長のため、子育てを
地域ぐるみで見守り、支援します。

・「親子ほっとサロン」

・「親子すくすく広場」

・「親子でおさんぽ」

・子育て支援体制の強化

高齢者が安心して、いきいきと暮らせるよう、
認知症予防や、地域の見守りを行い、
高齢者同士の交流を深めます。

・認知症理解の促進

・「敬老芸能大会」

・高齢者の見守り

・高齢者のふれあいの場づくり

誰もが、人と人とのつながりや地域の魅力を実感でき、
ずっと住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。

・広報紙「かまりや」の発行
・「社会を明るくする運動地区大会」の開催
・消防団、防災拠点、町内防災担当者の情報交換
・地域の資源を活かした自主事業の実施
・あいさつ運動

障がい 者児 とその家族が安心して
暮らせるように、地域の支えあい
の輪を広げます。

・障がい児の支援活動

・障がい児者への理解促進

こどもから大人まで、みんなが毎日を
元気に過ごすため、介護予防・
健康増進の取組を進めます。

・みんなで体操

・いきいきウォーキング

地域の小学校、中学校と連携し世代間の交流を行い、
地域全体で青少年の健全な育成を図ります。

・青少年の健全育成の取組
・青少年の見守り活動
・球技大会
・さわやかスポーツの推進
・「新春百人一首大会」
・「こどもの広場」

＜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

＜地区推進連絡会や検討部会での主な意見＞

・第１期から継続している６つの目標は大事にしていきたい

・認知症を正しく理解することはこれからも大切である

・子育て支援者向けの自主研修は第 子や孫育てにも広げたい

・ 年度に始めた自主事業は今後も継続していきたい

・敬老芸能大会は地区住民が集う場として今後も続けていきたい

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


