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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。

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。

＊

金沢区の南西に位置し、横須賀
市・鎌倉市・逗子市・栄区と接し
ています。

鎌倉幕府によって切り開かれ
た朝比奈切り通しなどの史跡が点
在する地域であり、丘陵地に囲ま
れた旧道や侍従川を中心に発展し
てきました。

当地区は起伏に富んだ広い地
域に の自治会・町内会があり
ます。

自治会・町内会加入世帯数で大
きいところは 世帯、小さ
いところは 世帯と単位の差が
非常に大きい地域です。世帯数で
は約 倍の差があります。

●人 口 人

●世 帯 数 世帯

●高齢化率 ％

六浦西地区の 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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六浦西 金沢区 横浜市

0〜14歳人口 15〜64歳人口 65歳以上人口

（％）

28,748人 27,660人 26,914人

11.9% 11.1% 11.1%

67.4% 63.1% 58.5%

20.7% 25.8% 30.4%

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

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

（平成 年 月末現在）

開催日程等 内容

お元気ですか訪問 ２回／年
７５歳以上お一人暮らしの方を対象に
“幸せのお福分け”

子育てサロン　はぐ・はぐ
①第 1，3火曜日
②第２，４火曜日

親子が集える、相談・情報交換の場
①六浦南コミュニティハウス、
②大道コミュニティハウス

ふれあい昼食会 各地区で開催
おおむね70歳以上お一人暮らしの方を対
象に自治会・町内会開催

フレンドまつり  5 月 異世代交流事業

社会を明るくする運動(社明大会)  9 月 
犯罪や非行を防止し、立ち直りを
　支える地域の活動

ふれあい秋のつどい 秋 70歳以上の方を対象としたイベント

名称

通
年
事
業

季
節
の
事
業

総人口（人）と年齢別構成（％）の推移

年齢別構成（平成27年)

＜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

計画立案 六浦西地区推進連絡会

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 横浜市六浦地域ケアプラザ

六浦地区センター大道コミュニティハウス

大道中学校

大道小学校

六浦小学校⑫

⑤

⑭

⑲

⑮

六浦中学校

⑨

③

⑥

②

六浦地域ケアプラザ

⑱

六浦南小学校
六浦南コミュニティハウス

朝比奈小学校 ⑬

あさひな幼稚園

高舟台小学校

大道幼稚園

⑩

北六浦いちい保育園

南六浦保育園

⑧

金沢白百合幼稚園

釜利谷地域ケアプラザ

六浦スポーツ会館

⑯

④

⑪

柳町地域ケアプラザ

⑦

①

⑰

⑲

地域ケアプラザ

コミュニティハウス

地区センター

小学校・中学校

自治会・町内会館等●

① 川町内会

② 東川町内会

③ 南川町内会

④ 谷戸田西六浦友和会

⑤ 大道町内会

⑥ 西大道町内会

⑦ 三艘町内会

⑧ 月抜町内会

⑨ 高舟台自治会

⑩ 六浦荘団地自治会

⑪ 六浦台団地自治会

⑫ 朝比奈町内会

⑬ 湘南六浦自治会

⑭ 湘南八景自治会

⑮ 六浦ハイタウン町内会

⑯ 六浦高宗台自治会

⑰ ライオンズマンション金沢八景自治会

⑱ 初穂六浦自治会

⑲ エステ・シティ湘南六浦自治会

自
治
会
・
町
内
会

横浜市建築局基本図データ（地図情報レベル ）により作成

金沢区地域福祉保健計画　区域計画

六浦西地区及び周辺地域の住民利用施設

地域福祉保健計画とは

地区の統計データ地区の特徴

主な年間行事



世代を超えて、まちを超えてつながっていく 安心して、健康で暮らせるまち 推進目標　2 ・ 3推進目標　1-（1）（2）・ 2 ・ 3

⑲安心して産み育てやすいまちを目指し、子育て支援の充実を図る
・子育てサロン

・異世代交流 六浦西地区フレンドまつり ・コミュニティサロン
・地域活動への参加、・各町内会のお祭り ・盆踊り等のイベント

⑮あらゆる世代の人々（全員参加）が交流できるイベント・場づくり

⑱一人ひとりが災害に備え、ともに助け合えるまちづくり
・地域防災拠点訓練 ・自主防災組織の活動の充実

⑯困った時に手伝ってといえる、支え合えるつながりづくり
・挨拶など隣同士の声のかけあい ・障害児者への声かけ、見守り

⑬高齢者・介護者が生きがいをもって、地域のつながりの中で活躍できる場づくり
・各地域のボランティア活動の充実

⑭認知症になっても安心して暮らせるまちづくり
・高齢者サロン、昼食会の開催

⑰豊かな自然・環境をいかしたつながりづくり
・次世代にふるさとの歴史や自然を引き継ぐための活動

⑳防犯に強い安心して暮らせるまちづくり
・まちパトロール

㉑まちぐるみで子どもを健やかに育てる
・親子で集える場の充実

・養育者や子どもへの声かけ、見守り

㉒すべての世代で健康づくり
・町内会、団体等による健康づくり活動の実施

グループワークで出た意見 取組 具体的な活動内容(重要事項抜粋) 実施主体
高齢化・見守り
つながり(空き家利用,高齢者見守り)

お年寄り・障害児者にやさしいまち

認知症対策(場作り,啓発→安心
高齢者について考える
人が集まる場作り
こころのふるさと(異世代交流)
隣近所が良い関係のまち
元気な若い人のまち
連携と協働を大切にするまち
異世代交流
教育機関の交流(小学生 中学生
地域とのつながり,まちとまちがつながる

行事・イベント
つながり(困ったときに手伝ってと言える)

世代間交流等
災害対策
災害に強いまち
子育てしやすいまち
子どもの健やかな育ち
安心して子育てができる
歴史的建造物の保存(まちの歴史を知る,郷土愛)

人材,能力,建物などの活用を考える

安全なまち
安心・安全なまち
子育てしやすいまち(バギーをおせる道,公園等)

子どもの健やかな育ち,取り巻く環境

安心して子育てができる(公園等)
環境づくり,保全
住みやすいだけでなく,豊かな自然環境を残したい

豊かな自然,環境
認知症対策
健康づくり(ラジオ体操等)

※実施年度 年度～ 年度

⑳防犯に強い安心して暮らせるまちづくり
1）安心して暮らせる  まちパトロール 自治会・町内会（警察、消防団、防犯協会、区役所）

⑯困った時に手伝ってといえる、支え合えるつ

ながりづくり
2）各地域のボランティア活動【再掲】

1）挨拶など隣同士の声のかけあい

自治会・町内会、六浦ボランティアネットワーク、中学校

自治会・町内会

学校、社協、自治会・町内会

⑱一人ひとりが災害に備え、ともに助け合える

まちづくり

1）地域防災拠点訓練

）各町内会の自主防災組織の活動

地域防災拠点運営委員会

自治会・町内会

3）要援護者支援活動、障害児者の見守り・支援 自治会・町内会、福祉団体

⑭認知症になっても安心して暮らせるまちづく

り

2）認知症に関する講座

1）高齢者サロン・昼食会の開催

3）介護者の集い（認知症カフェの準備など）

地域ケアプラザ、自治会・町内会、シニアクラブ

社協、自治会・町内会、民生委員児童委員

地域ケアプラザ、シニアクラブ、自治会・町内会

⑲安心して産み育てやすいまちを目指し、子育

て支援の充実を図る 3）これから子どもを産み育てる若い世代に対する子
育てをサポートする仕組みの周知

1）子育てサロン

2）子育て支援・地域での親子のふれあい

民生委員児童委員、主任児童委員、保健活動推進員、区役所、社協、
自治会・町内会

社協、主任児童委員、民生委員児童委員、自治会・町内会

自治会・町内会、社協、主任児童委員、民生委員児童委員

⑮あらゆる世代の人々（全員参加）が交流でき

るイベント・場づくり

2）交流できる場づくり（コミュニティサロン、地域活動参加）

4）寺子屋塾の開催・拡充

3）各町内会のお祭り・盆踊り等のイベント

1）異世代交流 六浦西地区フレンドまつり

5）ふれあい秋のつどい

自治会・町内会

社協、自治会・町内会

自治会・町内会

社協、自治会・町内会、福祉団体

社協

⑬高齢者・介護者が生きがいをもって、 地域

のつながりの中で活躍できる場づくり

1）各地域のボランティア活動の充実 自治会・町内会、六浦ボランティアネットワーク、中学校

2）小学生登下校の見守り 登下校見守りボランティア

㉑まちぐるみで子どもを健やかに育てる
2）公園での見守り、声かけ

1）子育てサロン【再掲】

自治会・町内会、シニアクラブ

社協、主任児童委員、民生委員児童委員、自治会・町内会

⑰豊かな自然・環境をいかしたつながりづくり

1）大道小「ふるさと大道村」「とんぼ池」、朝比奈小
「ほたる池」、侍従川の清掃

2）六浦西地区歴史財産の伝承

ふるさと大道の風景をつくる会、ほたる池守り隊、ふるさと侍従川に親し
む会、小学校、中学校

自治会・町内会

㉒すべての世代で健康づくり

）ウォークラリー大会

3）食生活改善、食育

1）町内会・団体等による健康づくり活動の取組

青少年指導員、５校

食生活等改善推進員

自治会・町内会、保健活動推進員、健康づくりの会

②世代を超えて、

まちを超えて

つながっていく

③安心して、健康で

暮らせるまち

④高齢・

障害

⑤交流・

つながり

⑦子育て

⑨安全

⑩子育て

⑫健康

づくり

⑧環境

⑪環境

…第 期から実施

⑥防災

①１９のつながり

のあるまち

心のふるさと

六浦西

3）自治会・町内会の加入率を上げる活動

※各団体の代表者が集まり、地域
の将来像についてグループ ～

に分かれて意見を出し合いまし
た。課題や、対応策を整理し、系
統図にまとめました。

第 期地域福祉保健計画
地区別計画の策定

ボランティア活動 高齢者サロン 町内会のお祭り ふるさと大道村はぐ・はぐ

健康ウォーキング

８ まちパトロール

 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


