
平成 26年５月 青葉区議員団会議 

 

日時：平成 26年５月１日（木） 

午後４時から５時まで 

場所：青葉区役所４階特別会議室 

議長：藤崎 浩太郎 議員 

 

はじめに 

 平成 26年４月１日現在青葉区経営責任職・運営責任職紹介（資料１ 総務課） 

 

 
報告事項 

 

１ 「横浜青葉スポーツ広場」代替施設整備に係る寄附金の募集について 

（資料２ 区政推進課） 

 

２ 青葉区帰宅困難者一時滞在施設指定状況について （資料３ 総務課） 

 

 

３ 青葉区寄り添い型学習等支援事業について （資料４ 保護課） 

 

 

４ 横浜市都市計画マスタープラン青葉区プラン「青葉区まちづくり指針」改定作業の進

捗について （資料５ 区政推進課） 

 

 

５ 青葉区制 20周年記念事業「大都市制度フォーラム in 青葉」の開催について 

（資料６ 区政推進課） 

 

６ その他 

 
 
添付資料 

・横浜市人口ニュースNo.1052（平成 26 年４月１日現在） 
・青葉消防署管内火災・救急状況 
・青葉区連合自治会長会定例会資料（２、３、４月） 
・第３回青葉区制 20 周年事業実行委員会資料 



2014/4/28

平成２６年度青葉区定期人事異動　異動者

課名等 補職名 氏　　名 前　　職 前任氏名 異動先
福祉保健セン
ター担当部長

福祉保健センター担
当部長

小嶋　哲夫 青葉区総務課長 細川　哲志
健康福祉局高齢健康福祉部
長

土木事務
所長 青葉土木事務所長 槇　重善

環境創造局みどりアッ
プ推進課長 酒井　純 定年退職（一般社団法人横浜港湾福

利厚生協会技術担当部長）

総務課 総務課長 花内　洋
経済局新産業振興課国際戦略
総合特区推進担当課長 小嶋　哲夫 青葉区福祉保健センター担当部長

担当係長（大槌町派
遣） 田中　一樹 青葉区地域振興課 ― ―

担当係長 ― ― 上田　薫子
神奈川区保険年金課給付担
当係長

予算調整係長 城内　孝元
教育委員会事務局教育施
設課計画推進係長 楢﨑　和雄

財政局課長補佐（税制課担
当係長）

統計選挙係長 長尾　哲也
都筑区総務課予算調整
係長 須藤　克彦 港南土木事務所管理係長

区政推進課担当課長（都市整備局
地域まちづくり課担当課長兼務） 郷間　宏

建築局課長補佐（営繕
企画課担当係長） 小笠原　泉 建築局建築環境課長

区政推進課担当係長（都市整備局
地域まちづくり課担当係長兼務） 高西　悠子 港北区総務課担当係長 香取　直子

建築局建築安全課建築安全
係長

地域振興課 地域振興課長 功刀　恵子
青葉区課長補佐（福祉保
健課事業企画担当係長） 髙田　邦夫 定年退職

資源化推進担当係長 小原　徹也
緑区総務課統計選挙係
長 岩本　章

資源循環局金沢事務所副所
長

文化・コミュニティ係
長 小田　成一郎

保土ケ谷区戸籍課担当
係長 本庄　真由美 瀬谷区福祉保健課担当係長

戸籍課担当係長 佐々木　俊一郎 環境創造局管路保全課 矢部　艦一
道路局建設課横浜環状北西
線用地担当係長

あざみ野駅行政サービ
スコーナー担当係長 谷合　和彦

建築局住宅計画課担当
係長 奥山　晃 戸塚高等学校事務長

税務課長 淺貝　秀幸
財政局税務課税外債権
回収担当課長 石井　宗男 神奈川区地域振興課長

税務課担当課長（青葉
区区会計管理者兼務） 佐藤　裕久

建築局課長補佐（情報
相談課担当係長） 太田　拓

教育委員会事務局教職員厚
生課長

福祉保健課 福祉保健課長 松永　勉 中央児童相談所副所長 大庭　充男 定年退職（神奈川区区政推進課地域
力推進担当係長（再任用））

事業企画担当係長 大熊　祐輔
総務局人事組織課組織
定数第一係 功刀　恵子 青葉区地域振興課長

青葉区課長補佐
（健康づくり係長） 室山　孝子

健康福祉局課長補佐（高齢在
宅支援課介護予防担当係長） 見村　めぐみ

健康福祉局高齢在宅支援課
介護予防担当係長

生活衛生課 生活衛生課長 佐々木　一也 鶴見区生活衛生課長 保　英樹 戸塚区生活衛生課長

こども家庭支援課 担当係長 渡辺　信太郎 監査事務局財務監査課 稲垣　崇之 動物愛護センター担当係長

子育て支援担当係長 末吉　直登
瀬谷区福祉保健課運営
企画係 倉田　力 総務局人材開発課担当係長

保育担当係長 槙村　瑞光
市民病院システム運用
担当係長 大岩　真人

こども青少年局保育運営課
担当係長

美しが丘保育園長 池谷　功子 都筑区みどり保育園長 山中　洋子 緑区鴨居保育園長

奈良保育園長 井ノ口　淑子 中区山手保育園長 足立　富美代 青葉区荏田保育園長

荏田保育園長 足立　富美代 青葉区奈良保育園長 平井　由美子 定年退職

保護課 保護課長（再任用） 冨田　和彦
中区担当部長（保護課
長） 影島　誠 再任用退職

保険年金課 保険年金課長 山村　樹一
青葉区課長補佐（保険
年金課保険係長） 植木　毅 中区税務課担当課長（中区区会

計管理者兼務）

保険係長 永山　拓
総務局人材開発課担当係
長（民間企業研修派遣） 山村　樹一 青葉区保険年金課長

土木事務所
青葉区課長補佐（青葉
土木事務所管理係長） 高橋　英明

資源循環局課長補佐（神明台
処分地管理事務所長） 相川　久己 定年退職（保土ケ谷区地域振興課地

域力推進担当（再任用））

区政推進課

戸籍課

税務課
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横浜市人口ニュース　No.１０５３（平成26年５月１日現在）

横浜市政策局総務部統計情報課　TEL(045)671-2104

人口総数 人
対前月比 人

対前年同月比 人

世帯総数 世帯

１　横浜市の世帯数と人口
平成26年５月１日現在推計

前年同月

区　　分 世 帯 数 比の増減

総　数 男 女 世帯数 人　口 人　口

横浜市 1,628,880 3,708,122 1,850,354 1,857,768 2.28 435.21 8,520 5,274 6,029 6,647

鶴見区 130,419 281,168 145,617 135,551 2.16 32.38 8,683 307 432 2,893

神奈川区 116,749 235,184 119,564 115,620 2.01 23.59 9,970 481 600 1,040

西区 51,242 97,596 49,606 47,990 1.90 6.98 13,982 215 229 566

中区 77,248 147,207 77,396 69,811 1.91 20.85 7,060 252 305 69

南区 94,200 194,685 96,771 97,914 2.07 12.63 15,414 326 415 -137

港南区 90,586 217,305 107,042 110,263 2.40 19.86 10,942 256 255 -1,274

保土ケ谷区 91,558 204,367 101,964 102,403 2.23 21.81 9,370 372 333 216

旭区 102,587 248,285 121,190 127,095 2.42 32.78 7,574 124 49 -957

磯子区 72,396 162,743 80,023 82,720 2.25 19.02 8,556 186 221 1,203

金沢区 87,527 203,874 100,105 103,769 2.33 30.68 6,645 216 200 -1,586

港北区 161,518 340,364 172,765 167,599 2.11 31.37 10,850 587 834 3,397

緑区 73,540 179,221 88,672 90,549 2.44 25.42 7,050 124 143 554

青葉区 124,522 308,310 151,049 157,261 2.48 35.06 8,794 457 655 617

都筑区 79,623 210,219 105,402 104,817 2.64 27.88 7,540 306 459 1,402

戸塚区 112,534 274,724 135,764 138,960 2.44 35.70 7,695 366 417 732

栄区 51,356 123,010 60,339 62,671 2.40 18.55 6,631 536 452 -950

泉区 60,741 154,472 75,634 78,838 2.54 23.56 6,557 122 35 -677

瀬谷区 50,534 125,388 61,451 63,937 2.48 17.11 7,328 41 -5 -461

２　世帯数及び人口の推移

区　　分 世 帯 数 人　口

21年10月１日 1,577,579 3,671,776

22年10月１日 1,583,889 3,688,773

23年10月１日 1,594,871 3,691,693

24年10月１日 1,606,472 3,697,006

25年10月１日 1,617,839 3,702,551

25年５月１日 1,615,682 3,701,475

25年12月１日 1,619,009 3,703,852

26年１月１日 1,618,734 3,703,258

26年２月１日 1,618,395 3,702,225

26年３月１日 1,617,991 3,700,962

26年４月１日 1,623,606 3,702,093

＊　市域面積は、平成26年1月15日現在の本市数値で、小数第3位を四捨五入しています。

人　　　　　口 １世帯
当たり
人　員

面　積

（km2）

人　口
密　度

(人/km2)

届出による
前月比増減

3,708,122
＋6,029
＋6,647

1,628,880

　　　※　世帯数と人口は、平成22年国勢調査(確定値)を基礎とし、住民基本台帳法及び戸籍法の定める
        届出等の増減を加減して推計しました。
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３　前月中の人口動態（行政区別）
平成26年４月中

その他

転  入 転  出 増  減 転  入 転  出 増  減 増  減

横浜市 18,004 12,803 5,201 7,071 7,065 6 1,029 6,236 2,339 2,546 -207 6,029

男 9,967 7,237 2,730 3,653 3,648 5 575 3,310 1,190 1,349 -159 3,151

女 8,037 5,566 2,471 3,418 3,417 1 454 2,926 1,149 1,197 -48 2,878

鶴見区 1,475 1,122 353 375 351 24 42 419 208 195 13 432

神奈川区 1,299 850 449 616 583 33 100 582 186 168 18 600

西区 579 430 149 320 321 -1 93 241 76 88 -12 229

中区 841 636 205 454 496 -42 184 347 95 137 -42 305

南区 829 552 277 571 522 49 131 457 128 170 -42 415

港南区 874 614 260 457 435 22 14 296 94 135 -41 255

保土ケ谷区 931 583 348 455 475 -20 77 405 82 154 -72 333

旭区 653 635 18 462 374 88 19 125 117 193 -76 49

磯子区 624 446 178 445 383 62 15 255 84 118 -34 221

金沢区 877 589 288 266 313 -47 -4 237 106 143 -37 200

港北区 2,307 1,631 676 574 599 -25 106 757 264 187 77 834

緑区 730 608 122 281 301 -20 42 144 121 122 -1 143

青葉区 1,932 1,408 524 294 290 4 116 644 183 172 11 655

都筑区 1,203 787 416 312 362 -50 20 386 157 84 73 459

戸塚区 1,217 822 395 457 494 -37 56 414 177 174 3 417

栄区 821 369 452 280 275 5 7 464 75 87 -12 452

泉区 450 387 63 248 270 -22 5 46 95 106 -11 35

瀬谷区 362 334 28 204 221 -17 6 17 91 113 -22 -5

※　「その他」は、職権による記載と消除等です。

４　年次別人口動態

その他

転  入 転  出 増  減 転  入 転  出 増  減 増  減

平成22年中 145,701 143,460 2,241 74,416 74,328 88 886 3,215 32,747 27,573 5,174 8,389

23 139,112 139,905 -793 71,850 71,768 82 121 -590 31,296 28,488 2,808 2,218

24 137,848 137,784 64 73,479 73,381 98 3,173 3,335 31,623 29,163 2,460 5,795

25 133,553 132,953 600 73,269 73,183 86 4,002 4,688 30,753 29,218 1,535 6,223

26年1-4月 59,757 55,907 3,850 26,552 26,524 28 2,369 6,247 9,714 11,097 -1,383 4,864

25年1-4月 60,497 56,359 4,138 26,659 26,626 33 969 5,140 9,869 10,569 -700 4,440

区    分

社　　会　　動　　態 自　然　動　態
人  口
増  減

市  外  移  動 市  内  移  動 社  会
増  減

出　生 死　亡
自  然
増  減

区　　分

社　　会　　動　　態 自　然　動　態
人  口
増  減

市  外  移  動 市  内  移  動 社  会
増  減

出  生 死  亡
自  然
増  減

・この情報は、インターネットの横浜市ホームページに登録されています。

横浜市統計ポータルサイトのアドレス http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/

・iモード等携帯端末でも人口等の情報が見られます。

モバイル統計のアドレス http://m.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/

ＱＲコード対応ケータイをお持ちの方は、右のコードを読み取ることで簡単にアクセスできます。

平成26年７月１日、経済センサス-基礎調査及び商業統計調査が実施されます！

◆お問合せ先◆
○経済センサス‐基礎調査・商業統計調査コールセンター

0120-0701-70（通話料は無料）
※ＩＰ電話などフリーダイヤルに接続できない場合

050－3786－5939（有料）
○横浜市政策局総務部統計情報課

電話：045-671-2106 ＦＡＸ：045-663-0130
E-mail: ss-chosa@city.yokohama.jp
ホームページ「横浜市統計ポータルサイト」
http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/

全国すべての事業所及び企業が対象の調査です。
調査票は平成26年６月末日までにお届けしますので、７月１日以降に提出をお願いします。

調査員がお伺いした際には御協力をお願いします。



現在

管内　火災・救急状況

平 成 26 年 4 月 27 日 ( 日 )

青葉消防署

青葉消防署
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平成２６年青葉区月別火災件数・死傷者発生状況

※

年計
14
0
2

本年数値は速報のため、変更することがあります。

2

件数
死者

負傷者

11月 12月
4

1月
4 4 2

2月 3月 4月

※死者の数は放火自殺の数を含む総数を表します。また、表中の△は減数を表します。

5月 6月 7月 8月 9月 10月

2,119
202

0
5

2

26
世帯12

22

火災･救急発生状況
現在

増　△減

32
59
1

△ 14

△ 8
△ 8

0

△ 4
1

58,010 1143
61 65

放　　火　　自　　殺 2 1

56,867救　　　　　急
負　　傷　　者

△ 13
焼　　損　　面　　積 3,281 4,914

死　　　　　者 7 20
△ 1633

火　　災　　件　　数 382 391 △ 9

△ 38

横浜市内　火災・救急状況
平 成 ２ ６ 年 平 成 ２ ５ 年

608
269
622

1

△ 2
01

1
0

△ 14

3,212

0
4

平 成 ２ ６ 年

火

火　災　件　数

255

平 成 ２ ６ 年

航 空 機 火 災種

別
雑 草 火 災

船 舶 火 災

火　災　件　数

建 物 火 災
林 野 火 災
車 両 火 災

増　△減
14

2災

6

火　災　損　害

平 成 ２ ５ 年

0
0

3
0

14
0
2

そ の 他 火 災

り　災　人　数

人）

7
負　　傷　　者
り　災　世　帯 世帯

増　△減

0 人）0 0
焼　損　面　積

総死者数（放火自殺）
104

0

1

人）
66

0 0

平 成 ２ ５ 年

0

5 世帯

排気管 ストーブ プラグ

1位 4位

16 10

出　火　原　因

火災件数
合計

1位 1位

林　野　火　災

その他の
原因14 件

建　物　火　災 1

4位

こんろ 火入れ

船　舶　火　災
航　空　機　火　災

2

原　因　別　件　数

火

災

種

別

車　両　火　災
雑　草　火　災

そ　の　他　火　災

2

2

2

2 1

救　急　件　数

種 203

2 61

別

急　　　病
交　　　通
一　　　般
そ　の　他

3,244
2,178

救　急　件　数

備　考

平 成 26 年 4 月 27 日 ( 日 )

平 成 ２ ６ 年 平 成 ２ ５ 年 増　△減

1

2
2
1
1

・4/4  市ヶ尾町　　（建物火災）
・4/11 荏田北二丁目　（建物火災）



第３回 青葉区制 20 周年事業実行委員会  次第 
 

○日時：平成26年4月21日（月） 
午前11時～12時 

○場所：青葉区役所４階401～403会議室 
 
 
１ 実行委員会会長あいさつ 

 

 

２ 区長あいさつ 

 

 

３ 議 題 

 (1) 平成25年度 青葉区制20周年事業実行委員会 事業報告及び決算報告について 

（資料２：Ｐ２～６・資料３：Ｐ７～10参照） 

 

(2) 平成26年度 青葉区制20周年事業実行委員会 事業計画書（案）及び収支予算書（案）

について（資料４：Ｐ11～25・資料５：Ｐ26～27参照） 

 
(3) その他 

 

 

● 次回 第４回実行委員会日程：平成26年７月を予定（別途調整） 

 ※ ７月は、11月1日の記念式典及び祝賀会の最終確認と、記念イベント及び広報啓発の状況報

告をさせていただく予定です。 



資料１

平成26年4月1日現在

(敬称略)　

No 職務 所属名 氏名

1 委員
青葉区連合自治会長会会長
（荏田連合自治会長）

松澤　孝郎

2 委員
青葉区連合自治会長会副会長
（青葉台連合自治会長）

山川　英子

3 委員
青葉区連合自治会長会副会長
（谷本連合自治会長）

毛呂　清志

4 委員 中里連合自治会長 坂田　清一

5 委員 中里北部連合町内会長 飯島　文夫

6 委員 市ケ尾連合自治会長 内野　冨士雄

7 委員 上谷本連合町内会長 杉浦　一夫

8 委員 恩田連合自治会長 井上　太市

9 委員 奈良町連合自治会長 関根　宏一

10 委員 奈良北団地連合自治会長 藤井　実

委員 山内連合自治会長

委員 青葉交通安全協会会長

12 委員 荏田西連合自治会長 鳥屋尾　彰

13 委員 新荏田連合自治会長 蜂谷　房司

14 委員 すすき野連合自治会長 宮崎　泰雄

15 委員 美しが丘連合自治会長 柴田　憲治

16 委員 青葉区スポーツ推進委員連絡協議会会長 白井　勇次

17 委員 青葉区青少年指導員連絡協議会会長 金子　茂文

18 委員 青葉区体育協会会長 菊池　侃二

19 委員 青葉区民生委員・児童委員協議会会長 赤塚　由子

20 委員 青葉区商店街連合会会長 目黒　測

委員 青葉区消防団長

委員 青葉保護司会会長

22 委員 青葉区老人クラブ連合会会長 相原　照世

23 委員 青葉区中学校長会代表理事（もえぎ野中学校長） 福原　加津明

24 委員 青葉区小学校長会会長（荏子田小学校長） 三橋　国雄

25 委員 青葉区心身障害（児）者団体連絡協議会会長 小山　恭男

26 委員 青葉区社会福祉協議会会長 中西　武夫

27 委員 青葉区更生保護女性会会長 飯塚　秀子

28 委員 青葉区医師会会長 山本　俊夫

29 委員 青葉区歯科医師会会長 久保田　正

30 委員 青葉区薬剤師会会長 中村　菊代

31 委員 青葉区保健活動推進員会会長 佐伯　昌城

32 委員 青葉区食生活等改善推進員会会長 山下　由喜子

33 委員 青葉区PTA連絡協議会会長（鴨志田中学校） 戸塚　昌行

34 委員 NPO法人横浜青葉国際交流の会会長 松田　勲

35 委員 横浜あおばライオンズクラブ会長 坂間　智司

36 委員 横浜田園ロータリークラブ代表 梅津　和徹

37 委員 東京急行電鉄株式会社都市開発事業本部 古怒田 佳恵

38 委員 青葉警察署地域担当次長 栗橋　博

39 委員 青葉消防署副署長 星野　雅明

40 委員 青葉区副区長 大野　敏美

41 顧問 青葉警察署長 北川　常弘

42 顧問 青葉消防署長 齋藤　俊彦

43 顧問 青葉区長 徳江　雅彦

徳江　傳三

青葉区制20周年事業実行委員会委員名簿

11 工藤　明
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資料２－１

青葉区制20周年事業実行委員会

平成25年度に実施した、区制20周年事業実行委員会について報告いたします。

開催日 主な検討項目

第１回 平成25年4月17日

●事業の趣旨
●事業の体系
●事業検討の進め方
●実行委員会及び部会スケジュール
●事業構成
●区民への広報啓発

第２回 平成25年9月10日

●３部会及び広報啓発の検討状況
●26年度 事業費調整
●25年度 事業計画書
●25年度 収支予算書

平成25年度　区制20周年事業報告書
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資料２－２

青葉区制20周年事業実行委員会
記念式典部会

平成25年度に実施した、記念式典部会について報告いたします。

開催日 主な検討項目

第１回 平成25年6月25日

●趣旨説明と意見交換
①20周年事業の基本フレームの説明
②記念式典の企画検討の進め方の決定
③記念式典の個別事業内容の検討

第２回 平成25年7月12日

●記念式典の個別事業内容の検討
①式典関係
・功労者表彰は、15周年のときの表彰基準を基本
に検討
・地域活動、福祉部門に加え、新たに、スポー
ツ・文化・芸術部門の功労者を表彰
②記念誌関係
・ＤＶＤを基本として、区民参加の手法を含めて
検討

第３回 平成25年7月30日

●個別事業内容の整理と方向性の確認
①式典催し関係
・神奈フィルなどの実力のあるクラッシック系の
音楽を基本に検討
②祝宴関係
・催し物は獅子舞やお囃子について調査し、検討

第４回 平成25年8月26日

●個別事業内容の整理と方向性の確認
①式典関係
・功労者表彰の選考基準の検討
②式典催し関係
・神奈川フィルハーモニーを候補
③記念誌関係
・「青葉区の魅力～未来に残したい青葉」をコン
セプトに素材（写真・動画）を公募してＤＶＤを
編集・製作

第５回 平成25年10月9日

●個別事業内容の整理と方向性の確認
①式典関係
・功労者表彰の選考基準の検討
②記念誌関係
・募集要項を定め、広報よこはま等の媒体を活用
し、ＤＶＤの素材を募集

第６回 平成26年2月21日

●個別内容の整理と方向性の確認
①式典、祝賀会関係
・記念式典及び祝賀会の実施フレームの確認
・功労者表彰の実施フレームの確認
②式典催し関係、記念誌関係
・神奈川フィルハーモニーの演奏曲等の報告

平成25年度　区制20周年事業報告書
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資料２－３

青葉区制20周年事業実行委員会
文化系事業部会

平成25年度に実施した、文化系事業部会について報告いたします。

開催日 主な検討項目

第１回 平成25年6月27日

●委員紹介
●報告事項
①区制20周年ロゴマーク・キャッチフレーズ
②区制20周年記念事業の基本フレーム
●議題
①文化系事業
②各団体で想定される催し

第２回 平成25年7月17日
●文化系事業（改定）
●各団体で想定される催し
●９月開催の実行委員会に向けてのスケジュール

第３回 平成25年8月27日
●20周年実行委員会・役員会に向けて
●各団体で想定される催し

第４回 平成26年1月28日
●区制20周年文化系事業区役所応援体制
●各団体で想定される催し

平成25年度　区制20周年事業報告書
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資料２－４

青葉区制20周年事業実行委員会
スポーツ系事業部会

平成25年度に実施した、スポーツ系事業部会について報告いたします。

開催日 主な検討項目

第１回 平成25年6月25日

●スポーツ系事業におけるイベントを委員のフ
リートーキングで検討
①区民を公募してのマラソン大会を開催
②区民皆の特技を生かせるよう、様々なスポー
　ツを行う

第２回 平成25年7月16日

●第１回で検討した内容に基づき、イベントの概
要及び日程等を検討
①各団体で冠大会を開催し、様々なスポーツを20
周年事業として実施
②スポーツ広場の閉鎖に関連してイベントを開催
③マラソン大会は公道で行うことを検討

第３回 平成25年8月28日
●イベントの内容・予算概算額等を検討
●主なイベントの日程を検討し、概略を決定

第４回 平成26年2月13日

●イベントの概要、日程等を検討
主なものは次のとおり
①グラウンドゴルフ大会　　5月25日
②ファミリンピック2014　　9月28日
③20周年記念ウォーキング　10月18日
④青葉区20周年ゴルフ大会　10月21日
⑤区民マラソン大会　　　　11月30日

平成25年度　区制20周年事業報告書
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資料２－５

青葉区制20周年事業実行委員会
事務局（広報啓発関係・区政推進課）

平成25年度に実施した、広報啓発の取組状況について報告いたします。

取組時期 概要

1
ロゴマーク、
キャッチフレーズ
の活用

デザイン決定
（７月）
使用に関する要綱作
成、活用促進
（９月～）

●ロゴマーク、キャッチフレーズを広報印刷物、
チラシ、資料等へ刷込み
●広報紙やホームページに掲載し、活用促進ＰＲ

2
グッズ等を活用し
たＰＲ活動

ピンバッジの作製
（９月～）
着ぐるみの作製
（11月）
啓発グッズの作製
（３月）

●300円以上の寄附をしていただいた方にピン
バッジをお渡し（4,000個以上申込み）
●なしかちゃんの着ぐるみを作製。着ぐるみを活
用してイベント等でＰＲ活動（区民まつり等）
●啓発グッズの作製（シール、風船、ストラッ
プ）

3
20周年ニュースの
発行

発行（11、１月）
●20周年ニュースを２回発行
●紙媒体として自治会町内会の班回覧を依頼する
ほか、ホームページに掲載

4
広報よこはま青葉
区版への記事掲載

記事掲載（通年）
●１月に特集記事を掲載
●その他の月もロゴマークや記念イベント等の情
報を掲載

5
20周年事業紹介
リーフレットの
発行

発行（３月）
●20周年記念イベント等をまとめたリーフレット
を発行

6 ポスターの作製
横浜美術大学に依頼
しポスターデザイン
の作製（３月）

●26年度から駅や商業施設を含め区内各施設等に
掲出するポスターのデザインを、横浜美術大学に
依頼し作製

7
のぼり旗、横断幕
等の作製・掲出

のぼり旗作製・配布
（11月～）
横断幕・懸垂幕作
製・掲出（12月～）

●のぼり旗を作製（780枚）。区内各施設、自治
会町内会、関係団体等に配布
●横断幕を作製（６枚）。区役所入口・１階ホー
ルに掲出するほか、イベント時に貸出し
●懸垂幕を青葉消防署の壁面に掲出

8
地域メディア・団
体と連携した広報

イベント撮影・公開
（通年）

●ラジオ出演によるＰＲ
●地域メディア・団体と連携し、イベントの様子
を撮影し、テレビ・ラジオやホームページで公開

9
地域情報誌と連携
した広報

記事掲載依頼・調整
（通年）

●地域情報誌に、20周年特集記事等の掲載を依頼

10

その他
（各種団体等との
連携・協力による
ＰＲ等）

つながりを基にした
取組（通年）

（取組の一例）
●地元郵便局が記念ラッピングカーを作製
●区商店街連合会が記念カレンダーを作製。表紙
は横浜美術大生の作品
●東急モールズデベロップメントがたまプラーザ
テラスでイルミネーションを展開
●奈良中学校が生徒会を中心に記念ブースを作製
●区社会福祉協議会が横断幕を作製し掲出
●鴨志田地区で地域の30周年と区制20周年を記念
して小中学生絵画看板を掲出
●こどもの国から提供いただいた招待券の応募企
画によるＰＲ
●区内の公園になしかちゃんの遊具を整備
●公用車等に20周年ＰＲマグネットシート掲出

取組項目

平成25年度　区制20周年事業報告書
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資料３－１

　・・・・①－②
差引残額10,953,011円は、平成26年度に繰越します。

１　収入
単位：円

２　支出
単位：円

５　事務費 20,000 18,018 1,982 お礼状用和紙、実行委員長印

合計 450,000 326,178 123,822

４　繰出金 0 16,890 ▲16,890 特別会計へ繰り出し

２　啓発物品製作費 100,000 291,270 ▲191,270 ピンバッジ

３　会議費 30,000 0 30,000

項目 予算額 決算額 残額 説　　明

１　ＰＲ物品製作費 300,000 0 300,000 特別会計を設置して経理処理

合計 450,000 11,279,189 10,829,189

　(2)ピンバッジ寄付金 0 859,145 859,145 主な寄付者内訳は別紙のとおり

　(3)利息 0 44 44

主な寄付者は別紙のとおり

２　寄付金収入等 150,000 11,279,189 11,129,189

差引残額 10,953,011円

項目 予算額 決算額 増▲減 説　　明

平成２５年度会計決算報告【一般会計】

１　収入 11,279,189円 ・・・・①

２　支出 326,178円 ・・・・②

１　青葉区補助金 300,000 0 ▲300,000 特別会計を設置して経理処理

　(1)寄付金 150,000 10,420,000 10,270,000

7



資料３－２

（敬称略）

注：１万円以上の寄付者、ピンバッチ寄付者を掲載しています。

【参考】

〈青葉区制２０周年関連の寄付者〉

○志村　善一氏　青葉区役所へ寄付

○神奈川県自転車商協同組合横浜北支部　青葉区役所へ自転車寄贈

主なピンバッジ寄付者

青葉区制２０周年実行委員会寄付者内訳

主な寄付者

東急電鉄（株）

青葉区２０周年ゴルフ大会参加者一同

賀詞交換会実行委員会

緑法人会婦人部

横浜銀行たまプラーザ支店

（公財）横浜市民施設協会

青葉保護司会

柔道整復師会

青葉消防団

東急バス（株）

第一生命保険（株）

民生委員児童委員協議会

青葉区老人クラブ連合会

三井住友信託銀行（２支店）

青葉区職員

青葉区民まつり来場者

青葉区体育協会

青葉区スポーツ推進委員連絡協議会

青葉区連合自治会（単位自治会含む）

青葉区環境事業推進委員連絡協議会

青葉区小学校校長会

青葉区中学校校長会

（株）東急コミュニティー

（株）コナミスポーツ＆ライフ

青葉区青少年指導員連絡協議会

8



資料３－３

　・・・・①－②

１　収入
単位：円

２　支出
単位：円

合計 300,000 316,890 16,890

合計 300,000 316,890 ▲16,890

項目 予算額 決算額 残額 説　　明

16,890 一般会計より繰り入れ２　繰入金 0 16,890

１　ＰＲ物品製作費 300,000 316,890 ▲16,890
のぼり旗ポール、横断幕等

平成２５年度会計決算報告【特別会計】

１　収入 316,890円 ・・・・①

２　支出

１　青葉区補助金 300,000 300,000 0 PR物品製作

316,890円 ・・・・②

※特別会計を設置して、区補助金の執行に関する経理を処理

増▲減 説　　明

差引残額 0

項目 予算額 決算額
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資料４－１

青葉区制20周年事業実行委員会

実施時期 概　要

1
第３回
※25年度から引き
続き

４月

●25年度 事業報告及び決算報告
●26年度 事業計画（案）及び収支予算書（案）
●地域、企業、団体等と連携した取組の状況報告
●横浜青葉スポーツ広場代替施設整備の状況報告

2 第４回 ７月
●記念式典及び祝賀会の最終確認
●記念イベント及び広報啓発の状況報告

3 第５回 ３月
●26年度 事業報告及び決算報告
●地域、企業、団体等と連携した取組の結果報告
●実行委員会の解散

平成26年度　区制20周年事業計画書（案）
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「横浜青葉スポーツ広場」代替施設 整備計画概要  

 

１ 目的 

横浜環状北西線の工事進ちょくに伴い、「横浜青葉スポーツ広場」が平成 26 年９月

末に廃止される。区民のスポーツ活動の場を確保するために、代替施設として、区内

学校予定地を活用した多目的運動広場（暫定施設）を区及び区民等が協働で再整備。

青葉区制 20周年記念事業として位置付け。 

 

２ 整備予定地 

青葉区荏田西二丁目１６－１（面積：11,723㎡） 

 

３ 現 況 

  学校予定地 

※ 教育委員会事務局から青葉区が使用承認を受け、地域住民からなる管理運営委員

会に管理運営を委任。地域スポーツ団体等が活動の場として使用。 

 

４ 整備内容 

学校予定地のグラウンドを再整備 

① 多目的グラウンド（整地、ダスト舗装、防球ネット） 

② 管理棟（管理人室・更衣室・トイレ等） 

 

５ 財源 

「青葉協働によるみらいおこし支援制度補助金」を活用。 

「個人・民間企業等からの寄付金」も併せて活用。 

不足分については、管理棟などの段階的整備などにより対応。 

 

６ 整備・運営主体 

・補助金及び寄附金等を活用して、青葉区制 20周年事業実行員会（事務局：青葉区）

が整備 

・整備後、実行委員会は広場を区に寄附し、区は、地域の公益団体等に管理・運営を

委託予定 

 

７ スケジュール（予定） 

～６月    設計 

７月～10月 整備工事（①多目的グラウンド、②防球ネット） 

11月    オープン 

27年度～  ③管理棟工事など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考 横浜青葉スポーツ広場】 

  住  所：青葉区下谷本町 24－１ 

  面  積：22,374㎡ 

  現  況：多目的グラウンド、テニスコート、ゲートボール場 

  利用状況：合計利用者数 72,219人（H24年度） 

一般利用のほか、区体協等による少年サッカー大会、少年野球大会       

等を、延べ 147回開催（H24年度） 

 

資料４－２ 

第３回区制 20 周年実行委員会 

配 布 資 料 

横浜青葉スポーツ広場代替施設 

予定地 

（荏田西二丁目学校予定地） 
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青葉区制 20 周年記念 

「横浜青葉スポーツ広場」代替施設整備事業 

寄附金募集趣意書 
 

 

謹啓 

 

 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 
 青葉区では、本年 11 月 6 日に、区制 20 周年を迎えることとなり、30 万人の

区民と区制20周年を祝い、世代や地域を超えて交流し連帯を深めていくために、

地域・各種団体・企業の方々と連携して様々な事業を実施するとともに、広く

その趣旨を区民に周知すべく、取組を進めております。 
こうしたなか、本年秋に、高速横浜環状北西線の横浜青葉ジャンクション工

事開始に伴い、区民の方々に広く利用されている「横浜青葉スポーツ広場」が

閉鎖されることとなりました。そこで、区民のスポーツ環境に対するニーズに

応えるため、区内学校予定地を暫定的に活用し、地域の様々な方々と協働で、

区制 20 周年を記念した代替施設を整備すべく、取り組んでいるところです。な

お、「横浜青葉スポーツ広場」の代替施設は竣工後、青葉区制 20 周年事業実行

委員会より青葉区へ寄贈されます。 
 

 つきましては、住み続けたいまち「青葉」の推進・実現のために、この事業

の推進に当たり、ご支援を是非とも賜りたく、お願い申し上げる次第でござい

ます。 

謹言 

 

平成 26年 ５月吉日 

 

青葉区制20周年事業実行委員会  

会長 松澤 孝郎 

 

青葉区長  徳江 雅彦 

資料４－２ 

第３回区制 20 周年実行委員会 

配 布 資 料 
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資料４－３

青葉区制20周年事業実行委員会
記念式典部会

実施時期 概　要

1 記念式典
11月１日（土）
15：00～16：45

●次第
　「未来へ残したい青葉」ＤＶＤ上映
・第一部　記念式典
　　　国歌・市歌斉唱、あいさつ、祝辞、
　　　来賓・祝電・主催者紹介、
　　　功労者表彰
・第二部　アトラクション
　　　神奈川フィルハーモニー管弦楽団弦楽四重奏
●会場
　青葉公会堂

2 祝賀会
11月１日（土）
17：00～18：30

●次第
　あいさつ、来賓紹介、牛込獅子舞演奏、鏡開き、
　乾杯、祝宴（アトラクション）、万歳三唱
●会場
　青葉スポーツセンター第一体育室
●会費
　3千円

3 記念ＤＶＤの製作 11月発行

●コンセプト
　　「青葉区の魅力～未来へ残したい青葉」
●ＤＶＤの内容
　　応募作品の写真と動画を音楽でつなぐ。
●製作部数
　　800部予定

平成26年度　区制20周年事業計画書（案）

項　目　
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参 考 
記念式典の内容について（案） 

 

１ 記念式典について 

（1）日時 

    平成 26年 11月１日（土）15：00～16：45 

（2）会場 

    青葉公会堂 

（3）次第 

    ＊「未来へ残したい青葉」ＤＶＤ上映 

第一部 記念式典 （60分） 

    ・国歌斉唱・市歌斉唱 

    ・あいさつ（実行委員会会長・区長） 

    ・祝辞（市長・代表議員) 

    ・来賓紹介、祝電紹介 

・主催者紹介（実行委員会会長・副会長） 

・功労者表彰（地域活動、福祉部門：全員の名前の読み上げ、代表者に表彰） 

（スポーツ、文化、芸術等部門：出席者全員に表彰、（挨拶）） 

    【舞台転換・休憩】 

    第二部 アトラクション（35分） 

    ・神奈川フィルハーモニー管弦楽団弦楽四重奏 

（4）出席者 600名 

    ・来賓（市長、議員、歴代区長、関係行政機関） 

・被表彰者 

・ご案内者（区政協力者、実行委員会委員、（大口）寄付者・団体） 

     500名 

    ・一般区民（公募抽選） 

     100名 
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２ 祝賀会について 

（1）日時 

    平成 26年 11月１日（土）17：00～18：30 

（2）会場 

    青葉スポーツセンター第１体育室 

（3）次第 

・開会 

    ・あいさつ（主催者（実行委員会会長・区長）） 

    ・来賓紹介 

・牛込獅子舞演舞 

    ・鏡開き 

    ・乾杯 

    ・祝宴 

     ＊アトラクション（日体大チアリーディング：承認後調整予定）     

・万歳三唱 

    ・閉会（退場のアナウンス） 

 （4）出席者 600名（記念式典参加者と同様） 

  (5) 会費 3,000円 

 

３ 青葉区政功労者表彰について 

 (1) 表彰部門及び対象者人数 

  ア 地域活動、福祉部門 

 約 100名（想定）※参考 15周年時の人数 功労者 80名（出席者 57名） 

  イ スポーツ、文化、芸術等部門 

    10名（団体）程度 

 (2) 選考基準（次頁 参照） 

(3) 推薦 

 ア 推薦時 

４月区連会、その他団体等で推薦依頼→推薦期間５～６月 

  イ 推薦者 

    自治会、町内会、その他団体及び選考委員会がふさわしいと認めるもの 

(4) 功労者の選考 

 ア 選考委員 

   20周年事業実行委員会会長、副会長４名、青葉区長の６名 

 イ 選考委員会の開催時期 

７月～８月 

    ウ  選考結果通知 

   ９月中に通知 
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青葉区制 20 周年記念青葉区政功労者表彰要綱 

 

平成 26 年４月 日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、青葉区制 20 周年を記念して、地域活動、福祉、スポーツ・文化、芸術等

の活動を通じ、青葉区政の発展に功労のあった者（以下「功労者」という。）の表彰に関して

必要な事項を定めるものとする。 

 

（選考委員会） 

第２条 功労者の選考を行うため、青葉区制 20 周年記念青葉区政功労者選考委員会（以下「選

考委員会」という。）を設置する。 

 

（功労者の決定） 

第３条 功労者は、次の各号のいずれかに該当する者から、選考委員会が決定する。 

（１） 地域活動・福祉部門 

自治会長、町内会長、その他団体の長として現に在職し、あるいは在職した者で、 

青葉区制 15 周年で受賞した者については、その期間が通算 15 年以上の者、かつ、青

葉区政の発展に寄与した功績が顕著と認められる者で、受賞後も引き続き、地域に

貢献している者、又は、青葉区制 15 周年で受賞していない者については、その期間が

通算 10 年以上の者で、かつ、青葉区政の発展に寄与した功績が顕著と認められる者。 

（２） スポーツ、文化、芸術等部門 

 青葉区在住者、在校者、在職者又は青葉区に深いゆかりのある者、団体等であっ 

て、スポーツ、文化、芸術等の発展に尽力し、その功績が顕著と認められる者、団体 

等。対象となる期間は、平成 25 年 1 月以降とする。 

 

（功労者の数） 

第４条 スポーツ、文化、芸術等部門の功労者は、原則として、10 名（又は団体）程度とする。 

 

（表彰） 

第５条 表彰は、青葉区制 20 周年記念式典において、青葉区制 20 周年事業実行委員会会長及

び青葉区長の連名で行う。 

 

（記念品の授与） 

第６条 功労者には、記念品を授与することができる。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の組織運営、被表彰者の選定等について必

要な事項は、別に要領で定める。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、決裁日から施行し、平成 27 年３月 31 日をもって廃止する。 
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青葉区制 20 周年記念青葉区政功労者表彰要領 

 

平成 26 年 月 日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、青葉区制 20 周年記念青葉区政功労者表彰要綱（以下「要綱」という。）

第７条に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 

（選考委員会） 

第２条 要綱第２条に定める青葉区制 20 周年記念青葉区政功労者選考委員会（以下「選考委員

会」という。）は、次に掲げる者により組織する。 

（１）青葉区制 20 周年事業実行委員会会長 

（２）青葉区制 20 周年事業実行委員会副会長 

（３）青葉区長（以下、「区長」という。） 

 

（選考委員会の運営） 

第３条 選考委員会委員長（以下、「委員長」という。）は、選考委員会委員の互選により決定

する。 

２ 委員長は、選考委員会に関する事務を掌理し、選考委員会を代表する。 

 

（功労者の選考基準） 

第４条 要綱第３条（１）に定める通算 15 年以上の者及び 10 年以上の者とは、休職期間等を

除いた在職期間の合計がそれぞれ 15 年及び 10 年以上ある者とする。また、通算期間の基準

日を平成 26 年 3 月末日とし、在職基準日も同様とする。 

２ 要綱第３条（１）に定めるその他団体の長とは、選考委員会が青葉区政の発展に功労があ

ったと認める団体の長及び地域の代表の職にある者とする。 

３ 要綱第３条（２）に定める功績が顕著と認められる者とは、スポーツにおいてはスポーツ

の発展に尽力した指導者、全国規模同等の大会で優秀な成績を収めた個人・団体とし、文化、

芸術等においては、文化・芸術の発展に尽力した指導者、全国規模同等の発表会・コンテス

トで優秀な成績を収めた個人・団体とする。 

４ 選考委員会は、功労者の選考にあたり、青葉区各部課の意見を聞くことができる。 

５ 物故者は、功労者の選考の対象としない。 

 

（候補者の推薦） 

第５条 青葉区制 20 周年事業実行委員会会長及び青葉区長は、自治会、町内会、その他団体、

青葉区制 20 周年事業実行委員会及び青葉区役所がふさわしいと認めるものに対し、「青葉区

制 20 周年記念青葉区政功労者表彰候補者名簿（地域活動・福祉部門）（様式１）」「青葉区制

20 周年記念青葉区政功労者表彰候補者推薦書（スポーツ・文化芸術等部門）（様式２）」によ

り、候補者の推薦を求めることができる。 
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（選考方法） 

第６条 委員長は、自治会、町内会、その他団体又は選考委員会が必要と認めるものから、「青

葉区制 20 周年記念青葉区政功労者表彰候補者名簿（地域活動・福祉部門）（様式１）」又は「青

葉区制 20 周年記念青葉区政功労者表彰候補者推薦書（スポーツ・文化芸術等部門）（様式２）」

及び「推薦調書（スポーツ・文化芸術等部門）（様式３）」の提出を受けた場合には、選考委

員会を開催するものとする。 

２ 選考委員会による功労者の決定は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

（表彰の取消） 

第７条 表彰を受けた者が、要綱及びこの要領に定める選考基準に該当しないことが判明した

場合は、選考委員会は決定を取り消すことができる。 

 

（事務局） 

第８条 功労者の表彰にあたり、必要な事務は青葉区総務課が行う。 

 

（その他） 

第９条 その他功労者を表彰するにあたり、要綱及びこの要領に定めのない事項は委員長が定

める。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、決裁日から施行し、平成 27 年３月 31 日をもって廃止する。 
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（実行委員会）

No 所属名 担当課 連絡先

1
青葉区連合自治会長会会長
（荏田連合自治会長）

2
青葉区連合自治会長会副会長
（青葉台連合自治会長）

3
青葉区連合自治会長会副会長
（谷本連合自治会長）

4 中里連合自治会長

5 中里北部連合町内会長

6 市ケ尾連合自治会長

7 上谷本連合町内会長

8 恩田連合自治会長

9 奈良町連合自治会長

10 奈良北団地連合自治会長

11 山内連合自治会長

12 荏田西連合自治会長

13 新荏田連合自治会長

14 すすき野連合自治会長

15 美しが丘連合自治会長

1 青葉区消防団長 青葉消防署庶務係 974-0119

2 青葉区心身障害（児）者団体連絡協議会会長 高齢障害支援課障害者支援担当 978-2453

3 青葉区老人クラブ連合会会長 高齢障害支援課高齢障害事務係 978-2444

4 横浜あおばライオンズクラブ会長

5 横浜田園ロータリークラブ

6 横浜市青葉国際交流ラウンジ運営委員会会長 地域振興課文化・コミュニティ係 978-2295

7 青葉区中学校長会代表理事（もえぎ野中学校長）

8 青葉区小学校長会会長（鴨志田第一小学校長）

9 青葉区PTA連絡協議会会長（鴨志田中学校）

10 青葉区スポーツ推進委員連絡協議会会長

11 青葉区体育協会会長

12 青葉区商店街連合会会長

13 青葉交通安全協会会長

14 青葉区青少年指導員連絡協議会会長 地域振興課文化・コミュニティ係 978-2295

15 青葉区医師会会長

16 青葉区歯科医師会会長

17 青葉区薬剤師会会長

18 青葉区民生委員・児童委員協議会会長

19 青葉区保健活動推進員会会長

20 青葉区食生活等改善推進員会会長 福祉保健課健康づくり係 978-2438

21 青葉区社会福祉協議会会長 福祉保健課事業企画担当 978-2436

22 青葉保護司会会長

23 青葉区更生保護女性会会長

24 東京急行電鉄株式会社都市開発事業本部

25 青葉警察署地域担当次長

26 青葉消防署副署長

区連会にて依頼

対象外

978-2005

978-2291

福祉保健課事業企画担当 978-2436

978-2433

地域振興課スポーツ・施設担当

福祉保健課運営企画係

地域振興課地域活動係

978-2436

推薦依頼団体及び担当課について

総務課統計選挙係

地域振興課学校支援・連携担当 978-2469

福祉保健課事業企画担当（社協）

978-2297

20



（その他団体）

No 種別 団体名 担当課 連絡先

1 大学 日本体育大学

2 大学 玉川大学

3 大学 カリタス女子短期大学

4 大学 國學院大學

5 大学 横浜美術大学

6 大学 桐蔭横浜大学

7 高等学校 神奈川県立市ケ尾高等学校

8 高等学校 神奈川県立田奈高等学校

9 高等学校 神奈川県立元石川高等学校

10 高等学校 玉川学園　高等部

11 高等学校 桐蔭学園　高等学校

12 中学校 横浜市立山内中学校

13 中学校 横浜市立谷本中学校

14 中学校 横浜市立青葉台中学校

15 中学校 横浜市立みたけ台中学校

16 中学校 横浜市立美しが丘中学校

17 中学校 横浜市立すすき野中学校

18 中学校 横浜市立奈良中学校

19 中学校 横浜市立緑が丘中学校

20 中学校 横浜市立もえぎ野中学校

21 中学校 横浜市立あざみ野中学校

22 中学校 横浜市立鴨志田中学校

23 中学校 横浜市立市ケ尾中学校

24 中学校 横浜市立あかね台中学校

25 中学校 玉川学園　中等部

26 中学校 桐蔭学園　中学校・中等教育学校

27 小学校 横浜市立鉄小学校

28 小学校 横浜市立谷本小学校

29 小学校 横浜市立田奈小学校

30 小学校 横浜市立山内小学校

31 小学校 横浜市立奈良小学校

32 小学校 横浜市立つつじが丘小学校

33 小学校 横浜市立美しが丘小学校

34 小学校 横浜市立青葉台小学校

35 小学校 横浜市立榎が丘小学校

36 小学校 横浜市立すすき野小学校

37 小学校 横浜市立もえぎ野小学校

38 小学校 横浜市立元石川小学校

39 小学校 横浜市立みたけ台小学校

40 小学校 横浜市立藤が丘小学校

41 小学校 横浜市立美しが丘東小学校

42 小学校 横浜市立市ケ尾小学校

43 小学校 横浜市立あざみ野第一小学校

44 小学校 横浜市立あざみ野第二小学校

45 小学校 横浜市立嶮山小学校

46 小学校 横浜市立鴨志田第一小学校

47 小学校 横浜市立東市ケ尾小学校

48 小学校 横浜市立鴨志田緑小学校

49 小学校 横浜市立荏子田小学校

50 小学校 横浜市立恩田小学校

51 小学校 横浜市立新石川小学校

52 小学校 横浜市立さつきが丘小学校

53 小学校 横浜市立荏田西小学校

54 小学校 横浜市立桂小学校

55 小学校 横浜市立奈良の丘小学校

56 小学校 横浜市立黒須田小学校

57 小学校 横浜市立美しが丘西小学校

58 小学校 慶応義塾横浜初等部

59 小学校 玉川学園　小学部

60 小学校 桐蔭学園　小学部

61 報道機関 株式会社タウンニュース社　横浜北支社

62 報道機関 イッツコミュニケーションズ株式会社

978-2469

978-2205

地域振興課学校支援・連携担当

総務課統計選挙係

地域振興課学校支援・連携担当

総務課統計選挙係

978-2221

区政推進課企画調整係

区政推進課広報相談係

地域振興課学校支援・連携担当

総務課統計選挙係

978-2216

978-2469

978-2205

978-2469

978-2205
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資料４－４

青葉区制20周年事業実行委員会
文化系事業部会

実施時期 イベント・取組等概要

1
あおばチューリッ
プまつり

４月６日（日）

●青葉スポーツ広場で、チューリップの花摘み、
商店街・自治会の模擬店、日体大のパフォーマン
スなどを実施。谷本公園でディスクゴルフ体験会
を同時開催

2
20周年記念植樹・
フラワーポットで
お祝い

４月上旬
●区内小中学校に区制20周年をお祝いして区の木
「ヤマザクラ」の配付・植樹、フラワーポットの
配付を実施

3

あおば音楽広場
ジュニアフェス
ティバルオーディ
ション

５月17日(土)

●あおば音楽ひろば夏休み企画ジュニアフェス
ティバルのオーディションを青葉区民文化セン
ター（フィリアホール）で開催。青葉区出身の声
楽家小林海都さんがゲスト出演予定

4 コーラスの集い ７月６日(日)
●区民芸術祭として区民コーラスグループ約50団
体の発表会を開催。青葉区愛唱歌「青葉区が好
き」を全体で合唱

5
区民招待室内コン
サート

７月～12月（予定）
●青葉区民文化センター（フィリアホール）で区
民を招待してコンサートを開催

6 ジャズコンサート ７月10日(木)
●緑法人会の主催により区制20周年記念のジャズ
コンサートを開催

7 北部美術公募展
７月15日(火）～27日

(日)

●北部４区（青葉区、港北区、緑区、都筑区）の
市民を対象に絵画作品を審査・展示。市民ギャラ
リーあざみ野、横浜美術大学との共催で実施。都
筑区と区制20周年記念企画を実施予定

8
横浜港港湾施設見
学会

７月下旬
●日本の経済を支えている横浜港。その基幹とな
る港湾施設の見学会を開催

9
森内竜王・名人と
の将棋対戦

７月24日(木)
●森内竜王・名人にチャレンジ。対戦の解説も実
施

10
劇団かかし座によ
る影絵劇

８月１日（金）
●青葉公会堂で、劇団かかし座による影絵劇「長
靴をはいた猫」を上演

11
区内６大学と連携
した「大学まつ
り」

８月３日(日)
●青葉公会堂で、区内６大学の学生によるステー
ジパフォーマンスを実施。あわせて区民向けの無
料公開講座、区内６大学の紹介展示等を実施

イベント・取組等項目

平成26年度　区制20周年事業計画書（案）
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資料４－４

実施時期 イベント・取組等概要イベント・取組等項目

12 落語
８月下旬
11月下旬

●青葉公会堂で落語会を実施

13 青葉歴史講座
９月27日(土)
10月25日(土)

●未定（中世から近代をテーマ）

14 青葉区民まつり 11月３日(月・祝)
●毎年恒例の区民まつり。区制20周年を記念して
盛大に開催

15
松本紘佳バイオリ
ンリサイタル

11月６日(木)
●世界を舞台に活躍する松本紘佳さんを招き、青
葉区民文化センター（フィリアホール）でバイオ
リンリサイタルを開催

16
ＮＨＫ全国放送公
開番組　上方演芸
会

11月７日(金)
●ＮＨＫの上方演芸会の公開放送を青葉公会堂で
開催

17 区民音楽祭 11月９日(日)他
●区民芸術祭で、区内器楽団体による発表会を開
催

18 区民作品展
12月２日(火)～７日
(日)及び９日(火)～

14日(日)

●区民芸術祭で、区内団体による発表（書道、絵
画、美術工芸、華道、文芸、写真、茶道）を実施

19 区民芸能祭 12月13日(土)
●区民芸術祭で、区内芸能団体による発表（詩
吟、舞踊、民謡、謡曲、郷土芸能）を実施

20 人形劇 12月24日(水)
・青葉公会堂で、劇団プークによる人形劇「くる
み割り人形／手袋を買いに」を上演

※アンダーラインのついているものは、青葉区制20周年事業実行委員会の主催事業
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資料４－５

※アンダーラインのついているものは、青葉区制20周年事業実行委員会の主催事業

青葉区制20周年事業実行委員会
スポーツ系事業部会

実施時期 イベント・取組等概要

1
ディスクゴルフ大
会

４月６日（日）
●チューリップまつりと同時開催で、ディスクゴ
ルフの体験イベントを開催します。
場所　谷本公園

2
グラウンドゴルフ
大会

５月25日（日）
●各地区で行われているグラウンドゴルフの区レ
ベルの大会を公募区民により開催します。
場所　スポーツ広場　　　　　参加者　約200名

3
ファミリンピック
2014

９月28日（日）

●長年、区民に親しまれてきたスポーツ広場に感
謝の意を込めて、家族そろって楽しめるスポーツ
大会を開催します。
場所　スポーツ広場

4
20周年記念ウォー
キング大会

10月18日（土）

●スポーツセンターでウォーキング関連の講演、
準備運動等を実施した後、３～４コースに分かれ
てウォーキングを行います。
参加者　公募区民等　　　　　　計 約300名

5
青葉ふれあい運動
会

10月18日（土）

●障害のある方々が、障害の種類・程度を問わ
ず、レクリエーションを楽しみながら交流できる
運動会を開催します。
場所　スポーツセンター
参加者　ボランティア等を含め約250名

6
青葉区20周年ゴル
フ大会

10月21日（火）
●各団体等から参加者を募り、ゴルフ大会を開催
し併せて20周年事業への寄付を募ります。
場所 レイクウッドゴルフ場

7
青葉区民マラソン
大会

11月30日（日）
●区民を公募しマラソン大会を開催します。
コースは区役所から鉄町方面を検討しています。
参加者　約500名

６月22日（日）
主催　ソフトバレーボール連盟
第31回区長杯区民ソフトバレーボール大会
場所 スポーツセンター　参加者約60チーム350名

９月14日（日）
主催　少年野球連盟
第40回記念大会
場所　スポーツ広場　参加者39チーム約1000名

10月19日（日）

主催　剣道連盟
青葉区第20回秋季剣道大会
場所　スポーツセンター
小学生～高校生団体戦50チーム 参加者約300名

11月16日（日）
主催　家庭婦人バレーボール連盟
第19回区民大会（トーナメント）
場所　スポーツ広場　　　　参加者　約300名

11月23日（日）
主催　サッカー協会
第40回区少年サッカー冬季大会
場所　　未定　　　　　　参加者   約1200名

平成26年度　区制20周年事業計画書（案）

イベント・取組等項目

8
区制20周年記念
青葉区体育協会加
盟団体事業
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資料４－６

青葉区制20周年事業実行委員会
事務局（広報啓発関係・区政推進課）

取組・実施時期 概 要

1
グッズ等を活用し
たＰＲ活動

ＰＲ活動
（４月ほか）

●こどもの国やイベント等において、20周年のＰ
Ｒ活動を実施
実施内容：なしかちゃんの着ぐるみを活用したＰ
Ｒ、缶バッジの作製コーナー、風船やシールなど
20周年記念グッズの配布、ピンバッジ取扱い等

2
20周年ニュースの
発行

ニュースの発行
（４、７、11月）

●20周年ニュースを３回発行
●紙媒体として自治会町内会の班回覧を依頼する
ほか、ホームページに掲載

3
広報よこはま青葉
区版への記事掲載

記事掲載（通年）
●４、10、11月に特集記事を掲載
●その他の月もイベント等の情報を掲載

4 ポスターの掲出
ポスター印刷(５月)
配布・掲出(６月～)

●横浜美術大学にデザインを依頼したポスターを
印刷、区内各施設や関係団体に依頼し掲出

5
横断幕、のぼり旗
の貸出し、掲出

イベント時の貸出し
（通年）
駅への掲出
（時期調整中）

●横断幕、のぼり旗を20周年記念イベントを行う
際に貸出し
●駅に横断幕やのぼり旗を掲出

6
地域メディア・団
体と連携した広報

イベント撮影・公開
（通年）

●地域メディア・団体と連携し、イベントの様子
を撮影し、テレビ・ラジオやホームページで公開

7
地域情報誌と連携
した広報

記事掲載依頼・調整
（通年）

●地域情報誌に、20周年記念特集等の記事の掲載
を依頼

8
小中学生の20周年
記念絵画作品の展
示

作品の展示
（10～11月）

●文化系事業部会と連携し、小中学生から募集し
た20周年記念の絵画作品を、区役所や商業施設等
に展示

9
小中学校で航空写
真撮影、記念冊子
配布

撮影(４月～)
記念冊子配布(11月)

●区内市立小中学校全校で航空写真を撮影
●冊子にまとめ11月に全生徒に配布

10
デジタルサイネー
ジ、Wi-Fiを活用
したＰＲ

設置・運用(７月～)
●20周年を記念して区庁舎に設置するデジタルサ
イネージ（液晶モニター）、Wi-Fi（公衆無線Ｌ
ＡＮ）を活用してＰＲ

11

その他
（各種団体等との
連携・協力による
ＰＲ等）

つながりを基にした
取組（通年）

（取組の一例）
●郵便局と地元新聞販売店の連携による記念切手
発行
●桐蔭学園から提供いただいた文化・芸術イベン
トへの招待券応募企画によるＰＲ
●市の中心部のホテルや観光施設に20周年記念区
民デー設定や招待券提供等を依頼・調整
●各種団体等に記念グッズの作製を依頼・調整

平成26年度　区制20周年事業計画書（案）

取組項目
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資料５－１

１　収入 単位：円

予算額

1　平成25年度繰越
金

10,953,011

２　寄付金収入等 200,000

(1)寄付金 100,000

(2)ピンバッジ寄付
金

100,000

３　会費・参加費 1,800,000

合計 12,953,011

２　支出 単位：円

予算額 説明

１　記念式典・祝賀会 1,800,000 祝賀会関係経費（会場設営、飲食経費等）

２　広報・啓発 1,500,000
横断幕作成、記念品購入、市心部連携事業実施等経
費

３　繰出金 850,000 スポーツ系事業（マラソン大会）等実施経費

４　横浜青葉スポーツ
広場代替施設整備

8,000,000 広場整備関係経費

５　事務費 803,011
予備費として、実行委員会事業、広報・啓発等に不足
が生じた場合に充当

計 12,953,011

・祝賀会会費（3,000円×600人）

平成26年度　区制20周年事業実行委員会収支予算書（一般会計）（案）

説明
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資料５－２

１　収入 単位：円

予算額

1　青葉区補助金 3,950,000

２　寄付金収入等 300,000

(1)寄付金 0

(2)協賛金 300,000

３　会費・参加費 1,100,000

４　繰入金 850,000

合計 6,200,000

２　支出 単位：円

１　文化系事業
1,550,000

文化系イベント（コンサート、将棋対戦イベント等）実施
経費

２　スポーツ系事業 4,650,000 スポーツ系イベント（マラソン大会）等実施経費

計 6,200,000

平成26年度　区制20周年事業実行委員会収支予算書
（文化系・スポーツ系事業会計）（案）

説明

・文化系事業関係（1,450,000円）
・スポーツ系事業（マラソン大会）関係（2,500,000円）
※注

・スポーツ系事業（マラソン大会）協賛金

・スポーツ系事業（マラソン大会参加費（2,000円×500
人）
・コンサート、イベント参加費（100,000円）

・スポーツ系事業（マラソン大会）等

予算額 説明

※注 

 区づくり推進費予算として、区補助金395万円のほか、記念式典、各種イベント、広

報啓発等に555万円を計上（区で予算執行）  
 395万円＋555万円=計950万円 
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青葉区制20周年記念イベント、連携、取組実施予定表 平成26年４月21日現在

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

記念式典等

○1/5 賀詞交換会
（オープニングイベント
スポーツセンター）

●11/1 記念式典、祝宴
（公会堂、スポーツセン
ター）
●記念DVD発表

文化系
イベント

○1/5 青葉区商店街
連合会と共同制作した
20周年記念カレンダー
と記念商品の発表

○3/30
3R夢イ
ベント
（こども
の国）

○4/5,6 たまプラーザ桜
まつり（美しが丘公園）

○4/6 あおばチューリップ
まつり（スポーツ広場）

●区内小中学校で、20周
年記念の植樹を行い、フ
ラワーポットでお祝い

○5/17 区
内小中学
生を対象と
した
Jr.Festival
オーディ
ションの開
催（フィリア
ホール）

○7/6 コーラスの集い（区内で活躍するアマ
チュアコーラスの演奏・公会堂）

○7/10 ジャズコンサート（公会堂）

○7/15～27 北部美術公募展（港北区・緑
区・青葉区・都筑区の区民から公募した絵
画作品の展示・アートフォーラム）

●青葉区出身の森内竜王・名人と将棋対戦
（時期等調整中）

●横浜港施設見学会に区民のみなさまをご
招待

○室内楽コンサートに区民のみなさまをご
招待（フィリアホール）

○8/1
劇団か
かし座
による
影絵劇
（公会
堂）

○9/27
郷土史
の会に
よる青
葉歴史
講座①
（区役
所）

○区内
工芸作
品展示
（調整
中）

○10/25 郷土史の会によ
る青葉歴史講座②（区役
所）

○11/3 区民まつり（区役
所）

●11/6 松本紘佳さんによ
るバイオリンリサイタル（
フィリアホール）

○11/7 NHK全国放送公
開番組　上方演芸会（公
会堂）

○11/9 区民音楽祭（区内
で活躍する多彩なジャン
ルの器楽団体によるコン
サート・公会堂）

○12/2
～7・9～
14 区民
作品展
（アート
フォーラ
ムあざ
み野）

○12/13
区民芸
能祭（公
会堂）

スポーツ系
イベント

○2/1
青葉区
スポー
ツ人の
集い（ス
ポーツ
セン
ター）

○4/6 ディスクゴルフイベ
ント（あおばチューリップ
まつり同時開催　谷本公
園）

●5/25 グ
ラウンドゴ
ルフ大会
（スポーツ
広場）

●9/28
ファミリ
ンピック
2014（ス
ポーツ
広場）

○10/18 20周年記念
ウォーキング大会（スポー
ツセンタースタート）
○10/18　青葉ふれあい運
動会（スポーツセンター）
○10/21 青葉区制20周年
ゴルフ大会

●11/30 区民マラソン大
会

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
■広報よこはま青葉区
版で特集記事を掲載
■20周年ニュース発
行
■横断幕掲出
■HPによる広報

■広報よこはま青葉区版
で特集記事を掲載
■20周年ニュース発行
■公用車マグネットシート
掲出

■20周年ニュース発行 ■広報よこはま青葉区版
で特集記事を掲載

■広報よこはま青葉区版
で特集記事を掲載
■20周年ニュース発行広報啓発関係

局・区が実施
する事業

区制20周年事業実行委員会の主催事業：●　　共催・後援等：○
※時期は変更になる場合があります。詳細は、時期が近づきましたら、あらためてご案内します。

地域、団体、企
業、区役所等との
連携による取組

平成26年

区
制
20
周
年
実
行
委
員
会

 
・11/11 なしかちゃん広場 
（スポーツセンター） 

 
・8/3 区内6大学と連携し、 
大学まつり開催 

 
・奈良中学校における20周年ＰＲブース設置 
・自治会町内会、企業（地元金融機関・事業所・郵便

局）等による記念ピンバッチ購入（寄附） 
・たまプラーザテラスの記念イルミネーション 
・県自転車商協同組合からリサイクル自転車寄贈 

・公会堂の20周年記念壁面緑化 

【予定されている連携による取組】 
・各種団体主催イベントへのキャラクター参加（こどもの国等） 
・あおば協働の広場の整備 
 

【実施中】 
・郵便局による20周年ラッピング電気自動車（1台）

が、区内を走行 
・区内公共施設・自治会町内会等でののぼり旗掲出 
・青葉消防署における懸垂幕掲出 

【予定されている連携による取組】 
・区内小中学校で航空写真撮影、記念誌発行・配付 
・地域情報誌や地元メディアとの連携 
・地元鉄道会社、地元大学及び高校、市心部等との連携 

・地元新聞販売店

の地域情報誌で特

集記事掲載と記念

切手素材募集 

・記念切手発行 
（郵便局と地元

新聞販売店の

連携） 

 
年
間
 

 
月
別
 

【実施中】 
・なしかちゃん遊具整備 

・区庁舎デジタルサイネージ設置、稼働 
・区庁舎WiFi設置、稼働 
・6/21 大都市制度フォーラム（公会堂） 

月
別
 

年
間
 

【予定されている事業】 
・美しが丘公園の再整備 

参考 
第３回青葉区制20周年 

実行委員会資料  
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