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  令和２年度  旭区運営方針  

 未来を創るまちづくり 

 
 

Ⅱ 目標達成に向けた施策 

Ⅰ 基本目標 多世代に選ばれ続けるまちの実現 

★基本目標等を具体化する、主な事業・取組は、次頁をご覧ください。 

 

 

子育て世代をはじめ多くの方々に 

選ばれ続ける「ふるさと旭」の実現 
～「安心」「健やか」「ふるさと」～ 

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 

 共感と信頼 
 
○来庁される皆様を温かく 

お迎えし、正確で親切・ 

丁寧な行政サービスを 

実施します。 

○わかりやすい案内表示等 

庁舎環境の維持・改善に 

取り組みます。 

 つながりによるチャレンジ 
 
○多様なパートナーと連携し、 

地域課題の解決を図ります。 

○効果的な取組の水平展開を 

図るため、職員の発信力を 

高めます。 

 チームあさひ 
 
○職員が横断的に協力し合って 

課題解決に取り組み、共に 

成長する組織づくりを 

推進します。 

○全職員が能力を最大限に 

発揮できるようワークライフ 

バランスを推進します。 

 安心・健やかな暮らしの推進 
 
＜安全で安心して暮らせるまち＞ 

○昨今の自然災害を踏まえ、要援護者対応や 

医療体制を含めた災害対応力を向上 

○防災・防犯・交通安全が一体となった 

安全・安心なまちづくり 
 
＜誰もが健康でしあわせな生活を送れるまち＞ 

○多様なパートナーシップや身近な地域の 

支え合いの仕組みづくり 

○相互理解の促進や支援に結びつけるための発信 

○ウォーキングの推進をはじめとした 

あらゆる世代の健康応援 

○妊娠期からの切れ目のない子育て支援 

 魅力発信、水・緑・花・スポーツ・文化 

によるつながりづくりを推進 
 
○旭区のポテンシャルを活かした転入促進 
プロモーションを推進 

○国際園芸博覧会開催に向けた機運醸成 
○誰もが参加できるスポーツ活動や文化活動 
の支援 

 「SDGs未来都市・横浜」郊外部モデルの創造 
 
○SDGsの視点を取り入れて、多様な 
パートナーシップにより地域課題 
解決へのチャレンジを加速 

○区民一人ひとりがSDGsの理念を 
理解し、取り組めるよう啓発 

里山ガーデン 

旧上瀬谷通信施設の 
まちづくり 

国際園芸博覧会開催 
に向けた取組 

こども自然公園のパーク 
マネジメントプラン検討 

神奈川東部方面線整備 
（相鉄線都心直通） 

市内初の Park-PFI活用 

相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅 
付近）連続立体交差 

こども自然公園 

 旭区は、地域の皆様の区への思いやつながりに 

支えられ、昨年50周年を迎えました。 

 相鉄線が都心に直通し、旧上瀬谷通信施設の 

まちづくりや国際園芸博覧会開催に向けた取組が 

始まるなど、旭区は今、未来に向けて変化の時期 

を迎えています。 

 この動きをとらえながら、50周年を通して再認識 

した水・緑・花に身近に触れあえる環境でスポーツ 

や音楽を楽しめる暮らしなど旭区の魅力・財産をさ 

らに高めていきます。また、超高齢社会の進展等に 

伴う様々な地域課題に取り組むパートナーとの連携 

や、旭区のライフスタイルの発信により、子育て世 

代をはじめ多くの方々に選ばれ続ける「ふるさと旭」 

の実現を目指します。 

 新型コロナウィルス感染症の拡大を防ぐため、区民の 

皆様の安全・安心を第一とした対応を図ります。また、 

各事業の取組にあたっては、これまで育まれてきた地域の 

つながりや連携を大切にしながら柔軟に対応してまいります。 
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主な事業・取組 

 旭ウォーキングムーブメント創生事業 

【福祉保健課／区政推進課／地域振興課／ 

高齢・障害支援課／こども家庭支援課／旭土木事務所】 
 
 健康寿命の延伸に向け、あらゆる世代に対し、
緑豊かな自然など旭区の魅力、財産を生かしたウ
ォーキングムーブメントを創生し、いきいきと暮
らせるよう持続的な取組を進めます。 
 「歩っ歩でMAP（ぽっぽでまっぷ）」に掲載の
モデルコース上で撮影した写真を募集し、ホーム
ページで紹介する企画やコース沿いの花壇の整備
など子育て世代の方が「歩いてみたくなる」きっ
かけづくりを行います。 
【参考】モデルコース 
・（二俣川駅～こども自然公園）コース 
・（ふるさと尾根道緑道～里山ガーデン）コース 

 局事業は後掲 

 

 

 地域安全安心普及推進事業【地域振興課】 
 
 令和元年神奈川県下ワースト２位の被害件数で
あった特殊詐欺被害の防止を図るため、振り込め
詐欺対策電話機等購入費補助事業を新設します。 
 また、犯罪のない明るいまちづくりを推進する
ため、地域における自主防犯活動団体の支援を行
います。 

 交通安全対策事業【地域振興課】 
 
 子どもの通学中の交通事故を防止するため、横
断旗の配付数を増やすなど、スクールゾーンの安
全対策を支援します。 
 また、高齢者の交通事故の予防を図るため、ス
ケアードストレイト（スタントマンによる事故再
現）による高齢者向け交通安全教室を実施しま
す。 

安心・健やかな暮らしの推進 

 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】  
 自然災害の激甚化・多発化等の現状を踏まえ、
避難場所の停電対策などの資機材の拡充や、災害
ボランティア対応要領の映像化による普及・啓発
等に取り組みます。また、地域防災拠点や町の防
災組織への支援を着実に行い、地域の防災力向上
を後押しします。 
 災害時医療体制の周知を進めるとともに、災害
時に備えた訓練や連絡会を通じ、医療機関等との
連携を深めます。 
 災害発生時における福祉避難所について、円滑
な運営を図るため、連絡会を開催するとともに開
設・運営訓練を支援します。 

 旭区生活困窮者自立支援 若年層向け 

広報啓発事業【生活支援課】 
 
 子育て世代をはじめとした若い世代が、早い段
階で相談や支援につながり、地域で安心して生活
を送ることができるよう、地域子育て支援拠点や
西部ユースプラザ等関係機関と連携して生活困窮
者自立支援事業の理解と周知を図ります。 

 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
つながりづくりを進めます。また、民生委員の制
度や活動内容を区民の皆様に広く理解していただ
くよう普及啓発を行います。 
 次世代を担う新たな人材を育成するため、民生
委員・主任児童委員とともに、小学校５・６年生
を対象としたジュニアボランティア体験事業など
を通じて意識の醸成を図ります。 
 

 子育て・若者支援事業【こども家庭支援課】 
 
 地域で安心して出産・子育てができるよう、新
たに、発達支援にかかわる事業者の紹介冊子の作
成や「妊娠・出産マイカレンダー」の個別作成
等、妊娠期から切れ目ない支援を行います。 
 また、ひきこもり等の困難を抱える若者の社会
参加や就労に向け、西部ユースプラザ等関係機関
と連携して支援に取り組みます。 

 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／生活支援課】 
 
 子ども、青少年、障害児・者、高齢者等すべて
の人が安心して自分らしく暮らせることを目指し
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取り組みます。 
 また、令和３年度から運用を開始する第４期計
画では、区民一人ひとりに我が事と思ってもらえ
るわかりやすい計画の策定を目指します。 

 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、飲食
店などの営業者に対して総合衛生管理（HACCP）
の導入支援や食事ボランティアへの講習会等食中
毒予防啓発、ハチ駆除ボランティアによる高齢者
世帯等への支援を行います。また、地域防災拠点
におけるペット同行避難訓練実施を支援します。 

＜安全で安心して暮らせるまち＞ 

＜誰もが健康でしあわせな生活を送れるまち＞ 
福祉避難所における避難訓練 

 

 

 

 

 

 

各事業・取組については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止・延期となる場合があります。 
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 局事業は後掲 

 

 

 水・緑・花を暮らしに取り入れた旭区魅力 

アップ事業【区政推進課／地域振興課】 
 
 ホタルの舞う環境づくりや帷子川での環境学習、
ウォーキングコース内の花壇整備など旭区の魅力で
ある水・緑・花と身近に触れ合える機会を創出する
とともに、旭区で体験できる魅力として発信しま
す。また、これらの取組も活用して、国際園芸博覧
会の開催に向けた機運を醸成していきます。 
 また、緑のカーテンづくりや啓発イベントなど地
域・学校と連携した温暖化対策を推進します。 

魅力発信、水・緑・花・スポーツ・文化によるつながりづくりを推進 

 文化芸術による心の豊かさ推進事業 

【地域振興課】 
  
 文化芸術を身近に感じ、心豊かな区民生活の
実現を図るため、区内で展開される文化芸術活
動やジャズを始めとした音楽活動、旭区民文化
祭を支援します。また、キッズダンスなど若年
層の新たな活動を促進するとともに、文化芸術
活動の伝承や活動の広がりを目指します。 
 

 区民スポーツ事業【地域振興課】 
 
 来年のオリンピック・パラリンピック開催に
向けて、区民スポーツ祭等の取組をすすめ、特
に、性別・年齢・障害の有無を問わず誰もが一
緒に参加できるボッチャをはじめ、様々なスポ
ーツを通じ、地域のつながりを強めるととも
に、区民の健康づくりを支援します。 
 

 旭区のポテンシャルを活かした転入促進プロモーション【区政推進課】 
 
  
転入者の感じる旭区の魅力、転入者の傾向を把握す 

るため、転入者アンケート調査を行うとともにオープ 
ンデータ等を活用して、旭区の特性・強みを集積・整 
理します。 
 その上で、旭区誕生50周年記念事業で再認識した魅 
力・財産の活用、沿線区や鉄道事業者など多様なパー 
トナーとの連携を通じて、旭区のライフスタイルを主 
に子育て世代に向けて発信し、転出超過傾向にある子 
育て世代の定住人口獲得を目指します。 

 SDGs未来都市の実現に向けた大規模団地再生事業【区政推進課】  
 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、平成29年度から実施してきたモデル 
事業の成果を踏まえて団地再生事業に取り組みます。 
 地域や事業者の主体的な取組が展開する仕組みづくり 
を実施し、SDGsの視点を取り入れた未来に向けた 
まちづくりの自立化を目指します。 

 地域活動団体等との協働によるSDGsの広報啓発 

【区政推進課／福祉保健課／高齢・障害支援課】 
 
 きらっとあさひ地域支援補助金の「SDGs取組
枠」により、SDGsの17の目標を事業目標に掲げて
地域活動する団体を支援するとともに、団体と協
働してSDGsの広報啓発を行い、地域におけるSDGs
の理念の浸透を図ります。 

「SDGs未来都市・横浜」郊外部モデルの創造 

 障害者ネットワーク推進事業 

【高齢・障害支援課】 
 
 障害に対する理解が深まるよう講演会等を開催
し、普及啓発活動に取り組みます。 
 また、障害者が地域で安心して暮らせるよう、ス
ポーツ大会や地域での精神科嘱託医相談等を通じ
て、社会参加や地域生活を支援します。 

 認知症をみんなで支えるまちづくり事業 

【高齢・障害支援課】 
 
 区内の支援者や関係機関等の連携を深め、認知
症になっても安心して暮らせる地域づくりを推進
します。 
 また、認知症についての正しい理解を広く周知
するための普及啓発活動を展開します。 

【参考】公園における公民連携の取組 

（環境創造局事業） 
 
 こども自然公園における新たな魅力・賑わいの創出に向
け、目指すべき将来像を利用者や担い手と共有するために
「パークマネジメントプラン」の策定を検討します。 

【具体的な取組】 
・地域主体の取組の持続化を目指し、学校跡地に 
地域活動の拠点機能の誘導を検討 

・これまでの取組が自立化するため、様々な 
パートナーシップによるまちづくりの仕組み検討 

 

SDGsの視点を取り入れたパートナーシップの展開事例 

この機を捉え、子育て世代の定住人口 
獲得に向け発信を強化する必要性 

未来を創る 
まちづくりの進展 

子育て世代の減少・ 
超高齢社会の進展 

旭区を取り巻く状況 

旭区誕生50周年で再認
識した魅力・財産の活用 

相鉄線都心直通化など 
による変化の兆し 

移動スーパーで住み 
続けられるまちづくり 

左近山団地に入居する大学生が 
地域活性化の活動中 
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事業・取組名 主な内容 所管局 

○安心・健やかな暮らしの推進  

＜安全で安心して暮らせるまち＞  

災害に強い水道 基幹施設の更新・耐震化、災害時の飲料水確保等 水道局 

公共建築物天井脱落対策 大規模空間を有する既存構築物の天井の脱落対策 市民局 

体育室空調機設置 市民利用施設の夏場の熱中症対策として空調設置 市民局 

下水道の整備 予防保全型の維持管理及び下水道管（取付管）の再
整備等 環境創造局 

通学路安全対策事業 あんしんカラーベルトの整備や未就学児の移動経路
等の交通安全対策等 道路局 

総合的な空き家対策の推進 空家の活用促進・改善指導等 建築局 

道路・橋りょうの整備 都市計画道路鴨居上飯田線（二俣川駅周辺）の整備
や橋梁長寿命化修繕計画に基づく道路橋の補修等 道路局 

相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）
連続立体交差事業 都市計画及び環境影響評価の手続等 道路局 

神奈川東部方面線整備事業 「相鉄・東急直通線」（令和４年度下期開業予定）
の整備 都市整備局 

鉄道計画検討調査（横浜環状鉄
道等） 鉄道構想路線や市内の駅改良についての検討調査 都市整備局 

拠点駅周辺の整備（鶴ヶ峰駅 
北口周辺地区） 土地利用計画や事業手法等の検討 都市整備局 

移動支援（地域交通等） 地域交通サポート事業の推進等 道路局 等 

学校建替え検討 都岡小学校、二俣川小学校、万騎が原小学校の設計 教育委員会事務局 

＜誰もが健康でしあわせな生活を送れるまち＞  

生活困窮者自立支援事業 生活困窮者の自立と尊厳の確保・生活困窮者支援を
通じた地域づくり 健康福祉局 

子育て世代包括支援センターの
機能強化 

地域子育て支援拠点との連携による妊娠期からの切
れ目のない子育て支援 こども青少年局 

ひとり暮らし高齢者等「地域で
見守り」推進事業 

民生委員の見守り活動等の支援を目的とし、75歳
以上のひとり暮らし世帯等の名簿提供 健康福祉局 

市営ひかりが丘住宅住戸内改善 さらなる長寿命化のための対策や、老朽化した設
備・建具等の更新、福祉対応のための手すり設置等 建築局 

○魅力発信、水・緑・花・スポーツ・文化によるつながりづくりを推進  

公園における公民連携の取組 こども自然公園のパークマネジメント 
プランの策定検討 環境創造局 

ガーデンシティ横浜の推進 里山ガーデンで花と緑による魅力創出 環境創造局 

河川環境の整備 帷子川における広場整備、アユの遡上効果の検証 道路局 

公園・緑地の整備 公園の維持管理・運営及び再整備や施設改良の実施等 環境創造局 
旧上瀬谷通信施設地区の事業化
検討 
国際園芸博覧会の開催に向けた
取組 
 

土地利用・新たな交通の検討・周辺道路整備、都市
計画及び環境影響評価の手続 
博覧会の会場構想・事業展開等の検討や国内外への
広報ＰＲ・機運醸成等 

都市整備局／ 
環境創造局 

○「SDGs未来都市・横浜」郊外部モデルの創造  

地域におけるSDGs未来都市の 
推進 

左近山団地における大学生による地域支援事業 
若葉台団地におけるSDGsフロント事業 

温暖化対策 
統括本部 

 

【参考】関連する主な局事業・取組 

詳しい事業内容は、ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 


