
 

1 
 

 

 

基 本 目 標 
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１ 目標達成に向けた施策 

 

２ 目標達成に向けた組織運営 

 

 

 

  

 

  

平成３０年度 旭区運営方針 

 2019 年（平成 31 年）に誕生 50 周年を迎える旭区は今、未来に向けた 
大きな転換期にあります。二俣川駅南口再開発ビル完成や相鉄線の都心直通

化など、旭区に新たな活力と魅力を生み出す動きが進展しています。 
 水・緑など豊かな自然環境を有し、高齢者数が多く地域活動が盛んという 
特徴がある一方で、既に人口減少に転じており、取り組まなければならない

多様な課題があります。 

・全国都市緑化フェア開催[里山ガーデン整備]（29 年度） 

・二俣川駅南口再開発ビルオープン（30 年度） 

・神奈川東部方面線の整備 

（相鉄・ＪＲ及び相鉄・東急直通線） 

・相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）連続立体交差事業 

・旧上瀬谷通信施設の土地利用の検討 

（国際園芸博覧会招致の推進） 

 旭区では、温もりと活力ある地域コミュニティを中心に、様々な人々のつながりによって課題を

解決し、「誰もが住みたくなる、いつまでも住み続けたくなる」、笑顔と活気にあふれるまちを目指

します。 

安全・安心なコミュニティ 
〇企業・大学等と連携した 

次世代につながる地域 

コミュニティの維持・ 

強化を支援 

〇地域の防犯、交通安全対策、

災害時の要援護者対策の 

強化 

健やかな生活と成長支援 
〇誰もが健康でしあわせな 

生活を送れるまちを目指す 

地域福祉保健計画を推進 
〇豊かな自然を生かした 

ウォーキングや区民スポー

ツ祭など、あらゆる世代の

交流と健康づくり 

ふるさとの魅力づくりと継承 
〇旭区誕生５０周年を、様々

な主体が出会い、新しい 

つながりが生まれる絶好

の機会として活用 
〇次の５０年に向けて、 

ふるさと旭の魅力を継承 

共感と信頼 

つながりと発信 

チーム“あさひ” 

◆来庁される皆様を温かくお迎えし、区役所の基本的サービスを正確・ 

親切・丁寧に行うとともに、庁舎環境の改善に取り組みます。 

◆様々な主体同士をつなげ、新たな連携を生み出していきます。 

また、取組事例を効果的に発信し、成功の連鎖を生み出します。 

◆職員の連携の輪を広げ、ワーク・ライフ・バランスを推進し、一人 
ひとりが力を存分に発揮する組織「チーム“あさひ”」を目指します。 

旭区では、少子高齢化が進む中で、孤立や養育、障害、

介護等への支援のほか、健康づくりや移動支援など 

多岐にわたる取組を、地域コミュニティを中心とした

様々なつながりを生かし、大規模団地をはじめ各地域で

包括的に取り組んでいます。 

これらの取組を通じ、自治体での推進が期待されて 

いる SDGs 達成に向けた取組を先駆的に行っています。 

まちづくりの大きな動向 つながりによる包括的取組 

※ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、国連サミットで採択

された 2030 年までの達成目標です。「誰一人取り残さない」を基本理念とし、複数の課題に対し、幅広い 

つながりで解決することを重視しています。 
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主な事業・取組 

１ 安全・安心なコミュニティ 

●2025 年問題を見据えた大規模団地再生モデル構築事業/大規模団地における大学生による地域支

援活動事業 【区政推進課/福祉保健課/高齢・障害支援課/こども家庭支援課】 

●災害に強い区づくり事業 

【総務課/福祉保健課/高齢・障害支援課】 

地域防災拠点、町の防災組織等の災害対応 

能力向上のため、防災訓練の支援や研修会を 

実施します。また、災害時医療体制の周知を 

進めるとともに、訓練等を通じ医療機関との 

連携を深めます。 

災害発生時における福祉避難所の円滑な運営

を図るため、福祉避難所の連絡会や災害時 

開設・運営訓練を実施します。 

●地域安全安心普及推進事業 【地域振興課】 

防犯・防災・交通安全が一体となった安全・

安心意識啓発事業を行うとともに、自主防犯 

活動団体への支援を行い、「自らのまちは自ら 

守る」意識を高めます。また、新入学児童への

防犯ブザーの配布など、こども安全安心事業を

行います。 

●安全で安心な食と生活環境支援事業  

【生活衛生課】 

安全で安心な食と生活環境づくりのため、 

ハチ駆除ボランティアによる高齢者等世帯への

支援や調理従事者への手洗いを中心とした 

食中毒予防啓発を行います。 

また、地域防災拠点で災害時のペット同行 

避難訓練導入支援を行います。 

●新あさひみらい塾 【区政推進課/地域振興課】 

自治会町内会や地区社会福祉協議会等の、 

地域で活動されている方々と、課題解決の手法

や魅力づくりを共に学び、協働の地域づくりを

目指します。 

 
●交通安全対策事業 【地域振興課】 

旭区内の交通安全意識の向上と交通事故防止

を図るため、高齢者交通安全対策、スクール 

ゾーン対策及び違法駐車追放対策を実施しま

す。 

●地域のつながりづくりに向けた民生委員の 

活動支援事業 【福祉保健課】 

 民生委員の活動を支援することにより、地域

のつながりづくりを推進します。また、活動 

内容や制度が区民の皆様に広く理解されるよう

普及啓発を進めます。 

 次世代を担う人材育成として、小学校５・６

年生を対象に、民生委員・児童委員と共に、 

ジュニアボランティア体験事業を展開します。 

●障害者ネットワーク推進事業 

【高齢・障害支援課】 

障害者の社会参加の支援や障害者の交流を 

深めるためのスポーツ大会や健康増進出前講座

を実施します。 

また、障害に対する理解を深める普及啓発の

取組として、講演会を開催します。 

横浜市内には築 35 年以上経過した大規模な団地が約 60 団地あり、少子高齢化に伴い、医療・介

護・生活支援・住替えのニーズ増大などの課題が顕在化しています。これらに対応するため、旭区

内の４つの大規模団地（若葉台団地、左近山団地、ひかりが丘住宅、西ひかりが丘団地）において、

企業・大学等とのパートナーシップにより地域と協働し、持続可能なコミュニティの維持・強化を

目指しています。 
＜具体的な取組＞ 

①地域との旭区大規模団地再生ビジョンの共有 

②団地周辺の学校跡地をはじめとする公共施設活用の検討 

③左近山団地における大学生による地域支援活動等の実施 

④企業との連携による新たな取組の検討 

２年目となる今年度は、旭区の

大規模団地再生ビジョンを地域と

共有しながら推進体制を強化し、

具体化に向けた取組を推進しま

す。 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

●健康生活支援事業～旭ウォーキング 

ムーブメント創生～ 【福祉保健課】 

 区民の皆様にウォーキングを推進するため、

ウォーキング指導者を育成します。 

また、距離などを示したプレートを作成し、

自治会町内会を通して掲示することで、身近な

地域でウォーキングを行う機会を作ります。 

●区民スポーツ事業 【地域振興課】 

小学生から高齢者の方までが参加し、11 種目を 

地区対抗で競う「旭区民スポーツ祭」や、19 地区

の予選を勝ち抜いたチームが対戦する「旭区 

大なわとび大会」など、旭区伝統のスポーツ行事

を通じて区民の皆様の健康づくりを支援します。 

 

●寄り添い型生活支援事業/寄り添い型学習 

支援事業 【こども家庭支援課/生活支援課】 

養育環境に課題があり支援を必要とする家庭

に育つ小・中学生に対して、生活・学習支援を 

行います。 

また、中学生の高校進学と日常的な学習に 

ついて、支援スタッフ（大学生等）を中心に学習

支援を実施するほか、高校進学後の中退防止の 

支援として、学習や生活相談等を受け付けます。 

●水・緑による旭区の魅力アップ事業/ 

旭区ｴｺﾗｲﾌｽﾀｲﾙ推進事業 【区政推進課】 

帷子川をテーマとした学習等を通じて、身近な

自然環境への興味を深め、地域への愛着や自然 

環境の保全を推進します。また、省エネの取組 

紹介や緑のカーテンづくり講座を行います。 

●商店街振興事業/あさひの逸品事業 

【地域振興課/区政推進課】 

身近な商店街の魅力を伝えるとともに、 

「あさひの逸品」を区の魅力の１つとして発信

するため、ＰＲ及び「あさひの逸品」認定店を

巡るスタンプラリーを実施します。 

●街の美化運動事業 【地域振興課】 

区民の皆様・事業者・行政の協働による、地域

清掃活動やポイ捨て禁止啓発、不法投棄防止 

対策、地域緑化の推進によって、清潔できれいな

まちづくりを推進します。また、二俣川喫煙禁止 

エリアの指定に向けて啓発活動を実施します。 

 

●旭区の「農」の魅力 PR 事業 【地域振興課】 

様々な手法により地産地消のＰＲを行うこと

により、区民の皆様の区内農業への関心を高め、

地産地消を推進します。 

農業を身近に感じる機会を設け、農業に関心

を持つ環境を整えます。 

２ 健やかな生活と成長支援 

●地域福祉保健計画の推進 【福祉保健課/高齢・障害支援課/こども家庭支援課】 

 

●保育所地域子育て支援事業 

 【こども家庭支援課】 

 養育支援の強化を図るため、臨床心理士の 

相談支援、保育士対象の研修を行うとともに、

臨床心理士を目指す大学院生を保育所で 

インターンシップとして受け入れ、保育士と 

協働して子どもの健やかな成長を支援します。 

また、子育てイベント「あさひ子育て保育園 

ひろば」を実施します。 

３ ふるさとの魅力づくりと継承 

●旭区誕生 50 周年記念事業 【区政推進課】 

 旭区は、平成 31 年（2019 年）に誕生 50 周年を迎えます。 

50 周年を機に、旭区の歴史や温もりある地域のつながりを 

改めて実感するとともに、次の 50 年に向けて新たな魅力や 

つながりが生まれる機会とするため記念事業を実施します。 

平成 30 年度は、機運醸成の広報や記念事業の取組を進めます。 

＜具体的な取組＞ 

①実行委員会、幹事会及び専門部

会等による取組検討 

②編集委員会による記念誌の作成 

③50 周年を祝う記念事業の開催 

＜具体的な取組＞ 
①健康生活支援事業の展開 
②子育て支援事業の実施 
③若者支援事業の実施 
④各種普及啓発事業の実施 

子ども、青少年、障害児・者、高齢者等すべての人が健康で 

しあわせな生活を送れることを目指して、行政はもとより区民の皆

様をはじめ、自治会町内会、社会福祉協議会、地域ケアプラザ、福

祉施設、各種団体等が協働して、共に力を合わせて取り組みます。 
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総務課 

 庶務係 

 危機管理・地域防災担当 

 予算調整係 

 統計選挙係 

応対研修等を通じた職員全体の応対力向上や庁舎環境の改善を図ることで満足

度の高いサービスを提供します。また、現場の意見を生かした事務改善の取組を実

施することで風通しの良い組織づくりを行います。 

緊急時における迅速、確実な連絡体制の構築を進め、災害に関する情報を地域に

提供します。また、区職員や関係機関との防災訓練・研修を通じて災害に強い区づ

くりを進めます。 

区政推進課 

 広報相談係 

 企画調整係 

 まちづくり調整担当 

 地域力推進担当 

 大規模団地再生担当 

旭区の取組や魅力を分かりやすく伝える広報を行うとともに、お客様のニーズを

的確に捉え、迅速かつ確実な広聴受付・窓口案内を行います。 

また、タウンミーティング等の場で把握した地域課題について、関係局とも連携

しながら、地区担当や関係課が一体となって解決に向けて取り組めるよう支援しま

す。 

平成 31 年に旭区誕生 50 周年を迎えることを契機に、区役所が一丸となった取組

をさらに進めるとともに、50 周年の機運を高める広報も実施していきます。 

地域振興課 

 地域活動係 

 資源化推進担当 

 生涯学習支援係 

 区民施設担当 

 

自治会町内会をはじめ、関係団体や委嘱委員など、地域を支える担い手の役割や

立場を尊重し、活動に寄り添い、地域課題の解決に向け協働して取り組みます。ま

た、区連会プロジェクトなどを通じて、役員の高齢化、担い手不足などの共通課題

の解決に向けた支援に取り組みます。 

地域の関係団体との意見交換等を通じて、区民ニーズを把握・検討し、事業へ反

映することにより、区民満足度の更なる向上を図ります。 

戸籍課 

 戸籍担当 

 登録担当 

 二俣川駅行政サービスコーナー  

お客様とのコミュニケーションを大切にし、分かりやすく丁寧に説明を行い、お

客様のニーズにかなったサービスを正確・迅速に提供します。 

税務課 

 市民税担当 

 土地担当 

 家屋担当 

 収納担当 

個人情報の保護を徹底し、適正な賦課及び税収の確保を目標として、各職員が業

務知識や実務能力の向上に努めます。 

また、お客様の立場に立った分りやすい説明を心掛け、親切・丁寧な対応を行う

ことでお客様満足度の向上を目指します。 

区会計室 

 

 

 

適正な経理・出納事務が円滑に実施されるよう、各課に会計事務の留意点など適

宜情報等の提供をし、支払遅延等の防止を図っていきます。また、担当者には根拠

や事例を例示し分かりやすく指導、助言をします。 

さらに、課ごとに出納検査を実施し、不適切な会計事務が行われない組織づくり

を目指します。 

福祉保健課 

 福祉保健係 

 事業企画担当 

 健康づくり係 

第３期旭区地域福祉保健計画を推進するため、地区別計画の推進を支援するとと

もに、計画と取組のＰＲを進めます。 

また、地域のひとり暮らし高齢者等が安心して生活を送れるよう、地域全体での

見守りを実施します。 

禁煙推進・受動喫煙防止に区民の皆様と協働して取り組むとともに、健康づくり

に関する情報提供や相談活動を行い、１人でも多くの方が健康な生活が送れるよう

支援します。 

お客様のニーズを捉えられるよう職員一丸となって、分かりやすい説明と笑顔あ

ふれる対応で、お客様に満足いただける対応を心掛けます。 

各職場の取組目標  
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生活衛生課 

 食品衛生係 

 環境衛生係 

 

食中毒や感染症予防等に関する 新情報を、ホームページ等を活用し、速やかに

情報提供していきます。また、講習会等を通して、手洗いの重要性等を啓発し、衛

生意識の向上を図ります。 

万一の食中毒等発生時には、危害拡大防止のため各課と連携し迅速な対応を図り

ます。 

各地域防災拠点への災害時のペット同行避難訓練導入を積極的に支援していき

ます。 

高齢・障害支援課 

 高齢・障害サービス係 

 高齢者支援担当 

 地域包括ケア推進担当 

 介護保険担当 

 障害者支援担当 

 

 

 

 

相談しやすく、来てよかったと思える気持ちの良い窓口づくりを行い、分かりやすい

説明と丁寧な応対に努めます。 

介護保険認定については、平成 30 年度の制度改正を踏まえ、適正に行います。 

また、地域の方が身近なところで健康づくりに取り組めるよう旭区元気づくりマップ

を配布するとともに、健康づくりに取り組む地域の活動団体等を対象に、介護予防等を

テーマにした研修会を開催します。このほか、支援を必要とする高齢者の居場所づく

り・生活支援に取り組む団体の活動を支援します。 

高齢者への虐待や権利擁護についても、より多くの方に知っていただき、理解を深め

られるように取り組みます。 

さらに、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、住み慣れ

た地域で安心して暮らすことができるよう、支援機関との連携強化や、障害に対する普

及啓発活動等に取り組みます。 

こども家庭支援課 

 こども家庭係 

 子育て支援担当 

 保育担当 

 学校連携・こども担当 

 左近山保育園 

 川井宿保育園 

 ひかりが丘保育園 

 今宿保育園 

 白根保育園 

 柏保育園 

様々な手続や相談について、一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、正確で丁寧な応

対に努め、必要な支援を行います。 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実を目指し、安心して出産を迎え

子育てに取り組めるよう、継続的に相談に対応します。 

保育所等の利用調整においては、お客様の悩み・ニーズをしっかりと受け止めて、相

談や情報提供を行うとともに、保育園を利用する子どもが心身ともに健やかに育ち、心

地よく過ごせるように、保育園の環境を整え、一人ひとりの思いを大切にした保育を行

います。さらに、私立保育園など保育施設と連携して、保育の質の向上や養育支援の強

化に取り組むとともに、園庭開放や育児相談等を実施し、地域の親子に対する子育て支

援を進めます。 

また、区内小学校における放課後キッズクラブへの転換などの放課後児童の健全育成

や引きこもり等困難を抱える若者への支援や小・中学生を対象とする生活・学習支援を

実施します。 

生活支援課 

 事務係 

 生活支援係 

 

生活にお困りの方に対して、親身な相談と、相手に寄り添った支援を行います。 

生活保護の適正な給付、就労支援、教育支援などを通じて、生活の安定と自立を支援 

します。 

生活困窮者自立支援事業の理解と周知を図ります。戦没者のご遺族が安心して給付を 

受けられるよう丁寧な対応に努めます。 

保険年金課 

 国民年金係 

 保険係 

 給付担当 

 収納担当 

 滞納整理担当 

お客様の立場に立った適切な対応と、正確かつ迅速に業務処理を行い、お客様満足度

の向上を目指します。 

また、保険料の納付資力に応じた負担の促進や滞納整理により収納率の向上を図り、

公平性の実現を目指します。 

旭土木事務所 

 管理係 

 道路係 

 下水道・公園係 

区民の皆様の安全・安心のため、パトロールカーによる道路監察に加え、徒歩による

パトロールの実施や、橋・トンネル等の道路構造物や公園の遊具について定期点検を行

い、事故を未然に防ぐ予防保全に努めます。災害発生に備え関係機関と連携した実践的

な訓練の実施、また、浸水被害の軽減、区内の交通安全、交通の円滑化に向けたインフ

ラ整備に取り組みます。 
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事業名 局名 内容 

左近山特別支援学校

の整備 

教育委員会

事務局 

市立肢体不自由特別支援学校の再編整備にあたり、旧左近山第二

小学校を左近山特別支援学校として整備します。（平成 31 年４月開

校予定） 

河川環境の整備～ア

ユが遡上する街、ヨ

コハマ～ 

道路局 

魚道整備により鶴峰橋上流及び今川橋下流の落差を改善し、アユ

の遡上範囲を拡大するとともに、魚道の上流側の生息環境改善に向

け、ワーキングにより市民協働で川づくりの計画を考えていきます。 

相模鉄道本線（鶴ヶ

峰駅付近）連続立体

交差事業 

道路局 

相鉄線の西谷駅から二俣川駅に至る約 2.7ｋｍの区間で地下方式

による連続立体交差事業を進めます。平成 30 年度からは、事業化に

向けた都市計画決定や環境影響評価の手続などを進めます。 

神奈川東部方面線整

備事業 
都市整備局 

本市西部と東京都心部を直結し、利用者の利便性と速達性を向上

させるため、「相鉄・ＪＲ直通線」（平成 31 年度下期開業予定）、「相

鉄・東急直通線」（平成 34 年度下期開業予定）の整備を進めます。 

鉄道計画検討調査 都市整備局 
交通政策審議会答申を踏まえ、横浜環状鉄道（中山～二俣川間等）

などの鉄道構想路線について検討を進めます。 

旧上瀬谷通信施設の

土地利用の検討、国

際園芸博覧会招致の

推進 

政策局/ 

都市整備局

等 

農業振興や土地利用の具体化を検討するため、「旧上瀬谷通信施設

まちづくり協議会」等と話し合いなどを進め、土地利用基本計画の

策定を目指します。さらに、将来の土地利用の実現に必要な都市基

盤施設等についても検討します。 

また、旧上瀬谷通信施設における郊外部の活性化拠点の形成、さ

らには地域の知名度やイメージの向上、国内外の先導的なまちづく

りにも寄与する国際園芸博覧会の招致を推進します。 

市営ひかりが丘住宅

整備事業 
建築局 

昭和 40 年代に建設されたひかりが丘住宅について、居住性向上、

長寿命化、福祉対応改善を図るため、住戸改善の第２期工事を実施

するとともに、第３期以降に向けた設計を進めます。  

総合的な空き家対策

の推進 
建築局 

平成 28 年２月に策定した横浜市空家等対策計画に基づき、空家化

の予防や管理不全の防止など、地域の皆様、専門家団体、関係区局

が連携して対策を進めます。 

通学路安全対策事業 道路局 

小学校周辺で歩道設置やあんしんカラーベルトなどを整備し、通

学路の安全対策を進めます。 

・歩道設置（市道上白根第 99 号線ほか） 

・あんしんカラーベルトの整備・補修（希望ケ丘小学校ほか） 

公園・緑地の整備 環境創造局 

・横浜動物の森公園（植物公園区域、新設） 

・たちばなの丘公園（新設） 

・（仮称）帷子川旧河川プロムナード（新設） 

・こども自然公園（再整備） 

ガーデンシティ横浜

の推進 
環境創造局 

「第 33 回全国都市緑化よこはまフェア」の成果を継承・発展させ

る取組として「ガーデンネックレス横浜」を継続的に実施します。

都心臨海部、里山ガーデン（上白根町）、身近な地域など全市におい

て、多様な主体と連携し花や緑による魅力・賑わいづくりを進めま

す。 

【参考】関連する主な局事業 


