
（様式２）

　　　　　戸塚区社会福祉協議会

議題名：

【内容】

【例年あげている議題か？】

【何をすればいいのか？】【いつから（いつまでに）すればいいのか？】

【その他、注意することなど】

問合せ先

担当部署　戸塚区社会福祉協議会

担当者名　北山

TEL.866-8434　FAX.862-5890

とつかハートプラン18地区情報共有連絡会について、今年度は新型コロナウイルスの影響に
より開催を見合わせました。事例発表について動画撮影を行いましたので、情報提供いたし
ます。
　・発表地区
　　上矢部、吉田矢部
　・動画
　　各20分程度

例年出席依頼として議題提出していますが、今年度は新型コロナウイルスの影響により開催
を見合わせたため、初めての議題です。

情報提供いたします。よろしければ、動画をご覧ください。

資料№２　　

とつかハートプラン18地区情報共有連絡会動画について

戸塚区連合町内会自治会連絡会１月定例会

議　題　説　明　書



 
 

令和２年度 

とつかハートプラン 18 地区情報共有連絡会について 
 

 例年、区内 18 地区の皆様にお集まりいただき、とつかハートプランに係る取組の発表や情報共
有を行っている本連絡会ですが、今年度は新型コロナウイルスの影響により集合形式の開催は見合
わせ、事例発表のみ動画をオンライン配信し、皆様と共有させていただくことといたしました。 
 事例発表は次の URL からご視聴いただけます。ぜひご覧ください。 

 

 

 事例発表動画 （各２０分程度） 
        

上矢部地区  https://youtu.be/o12_HfiGtTU 
 

＜発表者＞ 
上矢部連合町内会会長・上矢部地区社会福祉協議会会長  

相澤 稔 氏 
上矢部地区民生委員児童委員協議会会長  

七五三 勝 氏 

 

 

 

    吉田矢部地区 https://youtu.be/q8MPC8qaEkU 
 
 

<発表者＞ 
吉田矢部地区連合会会長・吉田矢部地区社会福祉協議会会長  

川畑 孝男 氏 
吉田矢部地区ハートプラン推進委員会委員長  

駒木 純夫 氏 

 
 

 

ご覧いただいた皆様からのご意見・感想などお寄せいただければ幸いです。 

お問い合わせ： 戸塚区社会福祉協議会 TEL：０４５（８６６）８４３４ 

      E-mail：info@totsukashakyo.com   

https://youtu.be/o12_HfiGtTU
https://youtu.be/q8MPC8qaEkU
mailto:info@totsukashakyo.com
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１. 上矢部地区概況

戸塚区の北西部に位置し、

北側には樹木帯、南西側

には工業団地があり、

自然と産業が共存

人口：１８,３４０人 世帯数：７,８１９

高齢化率：２０.１％

年少人口比率：１３.６％ 生産年齢人口比率：６６.３％

（令和２年９月末）

高齢者単身世帯：８６７ 要介護認定者数：５４９人

（令和２年３月末時点）

★若さあふれるまち

● 人口は微増が継続

● 年少人口、生産年齢人口の比率が高い

（高齢化比率が低い）

★豊かな自然と共生するまち

● 阿久和川と名瀬川は住民や子どもたちの憩いの場

●「名瀬・上矢部市民の森」整備中

（東京ドーム3個分）



２. ハートプランの主な活動・取組み

（２）支えあいの仕組みづくり

●いざという時のための支えあいの仕組みづくり

支えあいの関係づくり

（３）ハートプランを広く知ってもらおう（第３期途中より）

●「ハートプラン行事一覧表」でお知らせ

相手に合わせた情報発信

みんなが楽しめる交流・ふれあいの場 健康づくりで仲間づくり

・すいとんdeかみやべ

・AQUAフェスタ

・ふれあいフェスティバル

・連合町内会大運動会（１６町内対抗）

・上矢部ウォーク

日頃の声かけ・支えあい 子ども・子育ての仲間づくり 災害への備え

・高齢者向け食事会
「お茶の間」

・子育て支援「上矢部ＧＯ」 ・地域防災拠点訓練
・防災、減災への備え
（携帯用トイレの備蓄）

（１）顔のみえる関係づくり

●地域の行事や活動に参加していただき、「顔のみえる関係」へ

多世代交流の推進



すいとんdeかみやべ AQUAフェスタ

上矢部連合町内会大運動会 公園清掃

（１）顔のみえる関係づくり



「かみやべGO」 「お茶の間」

地域防災拠点訓練 防災・減災の備え

（２）支え合いの仕組みづくり



●自治会町内会が開催する納涼祭などを

「ハートプラン行事一覧表」でお知らせしています
「ハートプラン行事一覧表」

（３）ハートプランを広く知ってもらおう



昔遊び

すいとん試食 防災講話

「たのしく、おいしく、ためになる！」

すいとんdeかみやべ 実施日：令和２年２月２日（日）

場所 ：上矢部地域ケアプラザ・上矢部地区センター

テーマ：多世代交流

内容 ：子供から高齢者まで、昔ながらの

遊びを通じて友好の輪を広げる

３. 情報共有内容（１）



● 「すいとんdeかみやべ」アンケート結果
［アンケート提出：５８名（前年８０名）］

[気づき点]

①多世代交流は図られている

②高齢者の参加が少なくなってきている

③回覧板や掲示板は有効である

④防犯、防災に不安が多い

①「すいとん」「昔遊び」に加え、高齢者が興味を

持つ催しを企画する ⇨ 高齢者の参加を推進

②相手に合わせた手段で情報発信する

⇨ SNSの活用などで若年層の参加を促進

29%

34%

17%

7%

13%

①参加者年齢

29歳以下 30～59歳

60～79歳 80歳以上

未回答

50%

12%

16%

14%

8%

②イベントを知ったきっかけ

回覧など ｹｱﾌﾟﾗｻﾞより

知人の誘い 小学校ﾁﾗｼ

その他
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③地域で不安や不便に思っている事

（複数回答）

[気づき点] ［多世代交流を一層活性化するには］



丘陵地森林

1.5Km

地域防災拠点訓練
●トランシーバーを活用して、他の防災拠点との相互連絡を確認
（令和元年9月29日）

防災拠点

上矢部小学校

防災拠点

名瀬小学校

12町内会
・自治会
3,400世帯

4町内会
・自治会
800世帯

上矢部地区

[緊急時の連絡方法（案）]

●トランシーバー活用による多地点連絡網

●コロナ等でも安心して避難

拠点

上矢部小

拠点
川上小

拠点
秋葉小

拠点

名瀬小

分散拠点
上矢部地区
マンション

A

上矢部地区
町内会・自治会

分散拠点
上矢部地区
マンション

B

［自立分散型拠点］

・・・・

1.5Km

1.4Km

1.6Kｍ

３. 情報共有内容（２）



第3期取組み

第4期目標
（策定中）

第4期目標
（更に）

第5期に向けて

①顔のみえる
関係づくり

①顔のみえる
関係づくり
（継続）

④自然とふれあうまちづくり

「名瀬・上矢部市民の森（仮称）」

の活用内容検討

②支えあいの
仕組みづくり

②支えあいの
仕組みづくり
（継続）

③ハートプランを広く
知ってもらおう
（追加）

★顔のみえる関係から顔のわかる関係へ！

★支えあいは自助・共助に加え、近助の関係づくりへ！

４. 第４期に向けて



[参考：宮崎県高千穂神社 “七五三（しめ）縄”]

ご清聴 ありがとうございました



笑顔と挨拶で紡ぐ安心のまち

吉田矢部

吉田矢部地区連合会・社会福祉協議会

EAC

令和２年9月15日更新版
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戸塚区データ資料集「地区の位置」より抜粋

横浜市戸塚区全図

（１）吉田矢部地区について

吉田矢部地区位置

吉田矢部



吉田矢部地区は、主に吉田町と矢部町の１０町内・自治会で構成され

その団体内訳は、４町内会と６自治会となっています。

会員数は、約3,400世帯で2017(平成29)年5月に連合会・社会福祉協議会として戸塚

第3地区より分離独立した戸塚18地区内で設立3年目を迎えた1番若い地区です。

同地区は、柏尾川沿い両岸に位置しており、

北は、イオン戸塚店から

南は、アピタ戸塚店まで

東は、八幡山一帯までの範囲で春夏秋冬とも風光明媚で八幡山より富士山を望め、

春は、桜花が一帯に咲きそろう地域です。

また、地域の特徴は、戸塚駅が間近な為に戸建てよりマンション群が多数を占め

住民構成は、現役世代と子供が多く、さらに年々増加傾向です。

（２）地区の特徴



戸塚区データ資料集より抜粋

現役世代

年齢４区分別人口の推移と将来推計と

高齢化率の推移と推計
年齢５歳別人口構成



地区内の連合行事としては、地域の小学校と企業の御支援と御協力を得て

子供から高齢者まで広く一緒になり10月の健民体育祭、11月花火大会、7月ボー

リング大会等を例年恒例行事として実施しています。

また、部会活動では、高齢者を対象とした毎月の懇話・食事会、小学生を対象

としたドッチボール大会、青少年から大人を対象としたソフトバレーボール大会

等を催し子供から高齢者同士の交流も盛んです。

地区内の町内自治会の個別行事としては、毎年4月の桜祭り、8月夏祭り、9月秋

祭り、12月の餅つき大会等を催し町内自治会間の往き来も盛んです。

（３）地区の活動

花火大会 ボーリング大会健民体育祭



健民体育祭

写真は、Facebook-HPより抜粋



子供ドッチボール大会

吉田矢部地区定例会

写真は、Facebook-HPより抜粋

ソフトバレーボール大会

高齢者懇話・食事会



写真は、Facebook-HPより抜粋

桜祭り（2/2）

秋祭り夏祭り

桜祭り（1/2）



写真は、Facebook-HPより抜粋

ハートプラン会議(1/2)

ハートプラン会議(2/2)

餅つき



吉田矢部地区は、第3期計画推進時は存在していませんでした。そのため、

現在までの町内会自治会の活動や各部会の取組が第4期のハートプランへの新たな

スタートとなります。

①推進委員会の立ち上げ

平成30年3月「こころん通信」を作成し、キャッチフレーズ

「笑顔と挨拶で紡ぐ安心のまち吉田矢部」をお披露目しました。

令和元年5月11日連合・地区社協定期総会にて地区社会福祉協議会の部会として、

推進組織「ハートプラン推進委員会」を設けることが承認され、毎月1回、定例会

を開催し、「とつかハートプランを知ろう！」をテーマに、地域にハートプラン

をどのように知ってもらうのか協議しました。

（４）ハートプランの取組



②とつかハートプラン説明会開催

令和元年6月1日 連合定例会にて町内会自治会、各部会に推進委員長より

説明しました。この説明会で現在取り組んでいる地域活動を把握するために、

アンケート調査を依頼しました。



③アンケートの集約と整理

推進委員会では、アンケートの集約と整理を行い、とりまとめ作業をしました。



④アンケートのまとめ



⑥今後の活用について

❶ 個々の町内会自治会の活動の参考にしてもらう

❷ 町内会自治会同士のコラボレーション（共同）の可否の検討

❸ 連合体としての統合可能な活動の模索

❹ 各種同好会の横断的な拡大の是非の検討

❺ 地域内の各種施設（上倉田地域ケアプラザ・保育園・

学校・企業・福祉施設等）との共同活動の検討

⑤アンケートを通してわかったこと

防火・防災・防犯活動と共に子ども会・敬老会・将棋・以後・ゴルフ・トランプ・

写真等の多岐・多彩にわたるイベント開催や同好会等があることがわかりました。



笑顔と挨拶で紡ぐ安心のまち
吉田矢部

https://yoshidayabe-eac.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/yoshidayabe/

これからのハートプラン活動

子供から高齢者まで安心・安全に暮らし笑顔で挨拶と助け合い

できる活気ある民度の高い地域作りを目指します。

https://yoshidayabe-eac.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/yoshidayabe/

	02-1 議題説明書（ハートプラン）
	02-2 議題資料(ハートプラン)
	01配信ご案内
	03投影資料(上矢部）


