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富 三 地 区計 画について

金沢区にお住まいの方々の意識

地域 における課題とは

地域福祉保健計画とは、誰もが安lLNll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、住民・事業者・行政などが一緒に考え、行
動していく計画です。自分や家族で解決できな
いもの、地上或の助け含いが必要なもの、行政な
どの支援が必要なもの、支え含いが目的です。

地域ぐるみで

子育てできる

まちづ <り
〇乳幼児 見冒りや交流の場
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安心 。安全に暮らせる

まちづ<り
○防ZBパ トロール

O地域の防逸意議
○ 交通安全の意識

〇 消防パ トロール

障がい者にやさしい
まちづ<り
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まちづくり
O家族や地域ぐるみのイベント
○ 子どもと言齢者の肇しヽ

Oみ んなで健康づ<り

人材育成 Ё報発信玉きる
まちづ<り

○ 活動充実のために、人材を確保・育成
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こうなつてほしいと思う金沢区の1誓来像冬
治安の良い安心して暮らせるまち

福祉や医療が充実したまち

高齢者や障害児 者が暮らしやすいまち

災害に強いまち

緑豊かな自然環境を活かしたまち

道路網の充実など交通の使のよいまち

海辺の豊かな自然環境を活かしたまち

教育・子育てがしやすいまち

元気な商店街がある賑わいあるまち

美しいまちなみや景観のあるまち

右の図は、金沢区第

2期地域福祉保健計

画(平成23年度～平成

27年度)のもとで実施

中の私たち富岡第三

地区計画です。
(「富三地区だより第1

号Jに記載 しま した。 )

この第2期計画の

「振り返り」を行う

とともに、上記の区

民の 臆 識調査」の

結果を参者にして、

第3期地上或福祉保健

計画 (平成28年度～平

成32年度)富岡第三地

区計画の策定に取り

掛かりました。2・ 3
ページに記載します。

金沢区役所では、約3,500人
の区民の方を対象として、「平

成26年度暮らしや地上或に関す

る意識調罰 を行いました。こ

の調査結果から、住民が考えて

る日常の 恥 配事・困りごと」

を思、まえて「こうなつてほしい

と思う金沢区の1薔来像」に関す

る設間には左図のような結果に

なつています。
(広報よこはま金沢区版
No209 3月号よ り3用 しま した )

現在実施中の、私たち「富岡第二地区福祉保健計画」目標と取組
‐  キヤッチフレーズ  すすめよう ! 誰もが安心 .安全に書らせるまちづ<

高齢者が安心して
楽しく過ごせる

まちづくり
○ 宇期的 な客否確認

○ お弁当お届け

○ 楽 しい集い

○算実綺 l_向けを見守り
O雷 少年の健傘音成



富三地区計画について

第3期 (平成28年度～平成32年度)

計画立案の過程

「誰もが安出して自分らしく健やかに暮らせ

る地域づ<り」第3期金沢区地域福祉保健計

画の富岡第三地区計画立案のために、「富岡

第三地区の目指す将来像」について意見交換

しました。

平成26年度第 1回富岡第三地区推進連絡会

平成26年 11月 25日  富岡地1或ケアプラザにて

参加者

●地1或倶」 33名 町内会長、民生児童委員

保健活動推進員、保護司、地区社協事務局長

●支援チーム、その他行政倶」 21名
(区役所 15名 )

(区社会福祉協議会、地上或ケアプラザ 60

意見交換会

テーマ「こうなつてほしいと

思う富岡第三の将来像」につ

いて話含いました。

、
く
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全体会議

4グループに分かれて意見交換 グループ別発表会

分 野 意 見

高齢者が

安心して楽し<
過ごせる

み‐ 資鬱欅響撃

助け合い         楽しい集い
・助け合いの場づくり       ・みんなで集まって―緒に食事を作って
,お年寄りが楽に夕ヽ出できる手助け 一緒に食べる会
・困つた時に相談 地1或の人が身近に・空き家の利用
・高齢者の買い物支援       ・隣り近所でお茶が飲めるたまり場

コミ ュニケ ーシ ∃ン      ・サロンや健康づ<り
・挨拶し顔が見える交流情報交換  ・集まっておしゃべりする場所が町内会
・気軽なご近所づきあい     館の他にほしい

多世代が交流し

支えあう

サロンに青少年を入れる

高齢者と子どもがふれあえる場を

世代を超えて集える場所を

若年層が参加できる内容の盛り込み

若い世代と継続 して交流を

多世代の大の散歩者との会話から交流

みんなで健康づくりに

取組む
・みんなが参加できる健康づ<り   '健康づ<り 高齢者がもつと参加出来
・町内会が中心の健康体操など  る場

防犯・防災・交通安全

に取組む
防犯防災活動に青少年の参加を

ゆる一いおしゃべリパ トロール

災害時の安全 広報を見えるように

災害時活動 マニュアルと実践を

地域活動のため人材発

掘に取組む

・若い親 (父親)を引き込むきつかけは・若い人、定年を迎えたばかりの人、60
自主イベント           代壮年を町内会やボランティアに参加を



富三地 区計 画について

第2期 (平成23～27年度)の振り返りと

第3期 (平成28～32年度)の計画

第3期金沢区地域福祉保健計画の富岡第三地

区計画案を設定するために、まず現状の第2
期計画の振り返りや、第一回会議で意見交換

した内容を考慮し、再度、地域、行政や支援

チームが集まり、話し含いました。

平成26年度第2回富岡第三地区推進連絡会

平成27年 3月 25日  富岡地域ケアプラザにて

参加者

●地域倶」32名 町内会長・副会長、民生児童委員、保健活動推進員、保護司、地区社協事務局長

●支援チーム、その他行政惧」18名  (区役所 12名)(区社会福祉協議会、地1或ケアプラザ 60
主たる議題

●第2期地1或福祉保健計画・富三地区計画平成26年度の振り返りと意見交換

●第3期地域福祉保健計画・富三地区計画案の検討

二
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第2期福祉保健計画(平成23～27年度)で

進展 した富岡第三地区の活動

この第2期の5年間、地域住民と

活動組織が協力して、以下のよう

に福祉保健活動が行われました。

高齢者支援

見守り活動、お弁当配達、サロン活動

子育て支援 。青少年育成

富岡すくすく広場、朝や放課後の見守りなど

健康づ <り
富岡元気づくリステーシ∃ン、
町ぐるみ健康づくり、健康づくり教室
毎朝のラジオ体操、ウォーキングなど

第3期福祉保健計画(平成28～32年度)

富岡第三地区の目標案の設定

キャッチフレーズ

誰もが安心して暮らせる「まち」にしよう

① 高齢者が
安心して楽しく過ごせる「まち」

多世代交流

子ども会 。少年部の主体的活動
運動会、おまつり、カレータ食会など

情報提供

広報紙・地区ホームページ

防犯パ トロール・防災訓練

活動を通し地域の方々との繋がり強化

第3期計画の目標は第2期計画を3き
継ぎます。取組内容については、時代

の流れを考慮して設定する予定です。

④ 障がい者に
やさしく接する「まち」

⑤ みんなで
健康づくりに取組む「まち」

② 多世代が

交流し支えあう「まち」
⑥ 防犯・防災 。交通安全に

取組む「まち」

③ 子育て、青少年育成に
努める「まち」

⑦ 地域活動のため、人材発掘や
情報のやりとりに取組む「まち」いき

03●晏



富三地区計画について

みんなで推進 福祉保健

菖三地区 各町内会およU具通の福祉 1果催活動

わた<したちの福71t保健計画推進の柱は

■身近棘 □り合いを増やし安|いの輪を拡大

■こどもも大人もみんなで健康づくり

■得意と経験を発揮、地域をもつと元気に

矢□り含いの輪を広 |ずる「サロン」と「健康づくり」

を紹介します。

|■
■コ1●■5月 1日

町内会 福祉保健活動組織 交流サ ロン 健康づ <り

富岡警,tE
Piヶ EIさ さえ●lい の会
シエアクラブ「=岡

桜薔会J「
=田

電二眠こ会J

「 生涯学級 J

こども会

樫ヶEIIフ リーサロン
第二■躍午慢

桜 ,Ellさ さえあいの金
諄葎、幅 ■し■と

西富岡

西富岡ふれあいの会
シエアクラフ「西富岡フラフ J

お弁当配達グループ
西富岡ヘルスアッフ教室
公園霙議会

・みんなのサロン西富岡
第二水躍平佳

・西富岡ヘルスアップ数室

第五霊t=園ラ」オl■澤 毎朝
体●諄室 第二不曜、第四ボ曜
ヮi―キ |ヽグさ■ぼ

「
豊 第一水躍

虐摩コくり諄塁 筆二■躍

ひなりt'丘
福祉部ノ高年部/少年部の活動
健康づく10数室/ヘ ルスア ップ数室
シニアクラフ「ひかりがfIフ ラフJ

・サロンルーム (韻話室)

菫四よ躍日千色
ひかりがEIヘ ルスアップ数室
自主運堂庫痺数室 第一ま躍
福祉部主達体種類室 筆三よ曜

富岡1ヒ部

シエアクラフ「ダイヤモントクラブ」
富岡北部―●たすけの会
ことも会
健康づくlJ数室
公園愛議会

'サ ロン北部

「輪と和め会 J

第二水曜 1金曜1午螢

第二曇ロテil方に極
・健康づくり数室

自主還菫14●数室

毒朝

第四本躍

富岡西部
シニアクラフ「富岡せせらぎ会 J

富岡元気づくリステーション
富岡小学校花饉応撼隊

,お しゃべリサロン西部
第一本曜午t■

・富岡元気づくリステーション
lt挿菫室 第二、第四本躍

重三地区共通

富岡第二地区社会福祉
=詰

金
'ア ネモネの会

直同笙三地EI民生委員児童委員癬譲全

ふらつと業届
筆三よ曜午壼

・富岡すくすく広嬬
苺還金曜 1‐ご

平成26年度スタートしたサロン活動紹介

サロン北部「輪と和の会」ついて

富岡北部EBJ内会では、平成26年9月 」9日 にサロン北部「輪

と和の会」がスター トしました。以後、毎月実施しています。

会場はコスモ富岡ロイヤルフォルム6階の集会場をお借りし

ています。会場からの眺望の良さと、皆さんの不□気あいあい

とした会話、楽しいひと時を過ごし、今後ますます繋がりの

輪が広がることと周います。その後、町内会員の方のオカリ

す演奏や琴の演奏の催しも実施して、楽器に合わせて含0昌 は

とても楽しいものす。 富岡北部町内会長 佐藤

発行責任者

編集者

編集者

編集者

編集者

編集者

佐藤 祥生

大谷 郁二

浅野 秀子

来折 勝利

佐藤 克彦

杉浦 千鶴

富岡第三地区ホームベージ「富岡 7‐三地 EKIJ検索

(富岡第三地区連合町内会/社会福祉協議会 会長 (北部町内会長))
(富岡第三地区社会福祉協議会 事務局長 (西富岡町内会))

(富岡第三地区民生委員児童委員協議会 会長 (西富岡町内会冨」会長))

(富岡第二地区連合町内会/社会福祉協議会 顧問 (西部町内会))
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[みなさまのご意見をお間かせ<ださい]
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