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▶「ASAHIオンライン
フェスティバル 2020」
をウェブで開催

◀旭区 SDGs
特設サイト

パートナー

連携の取組
を掲載中

 

  令和３年度 旭区運営方針 

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。

○地域活動や行政運営に
適したＩＣＴ環境の整備
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の連携
や、新たな手法・スタイルの
活用等により、地域課題の解
決を図ります。

○効果的な取組を区全体に拡
げて活用していくため、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 

＜地域で支え合い安心して自分らしく暮らせるまち＞ 

○身近な地域での見守り・支え合い、

つながりづくり

○多様性を認め合い、困ったときに助けを

求められる環境づくり

○気軽に地域活動を始められる仕組みづくり

＜安全で安心して暮らせるまち＞ 

○町の防災組織（自治会町内会等）の防災力

をより一層強化し、共助の取組を推進

○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

魅力発信、水・緑・花・スポーツ・文化 
によるつながりづくりの推進 

○旭区のポテンシャルを活かした
転入・定住促進プロモーションの推進

○横浜国際園芸博覧会開催に向けた機運
醸成

○畠山重忠公をはじめとした文化・
歴史的財産などの魅力を発信

「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」郊外部モデルの推進 

○地域で広がる様々なチャレンジを効果
的に発信し、パートナー連携を促進し
て、複合課題の解決を加速

○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

新型コロナウイルス感染症対策を最優先し、安全・安心を第

一とした対応を図るとともに、区民の皆様一人ひとりに寄り添

うサービスを提供し信頼される区役所を目指します。

旭区では現在、超高齢社会の進展等に伴い様々な課題が生じ

ている一方で、未来に向けたまちづくりの動き※が展開されてい

ます。加えて、感染症が拡大したことによる働き方の変化など

に伴い、郊外部での暮らしに注目が高まっています。

こうした状況を踏まえ、令和３年度は、第４期旭区地域福祉

保健計画を策定し着実に推進するとともに、水・緑・花に身近

に親しめる環境、旭区ゆかりの武将畠山重忠公をはじめとした

文化・歴史的な財産など、旭区の魅力をさらに高め、発信して

いきます。

また、ＳＤＧｓの視点を踏まえて様々なパートナーとの連携を

促進し、地域の複合課題の解決に向けたチャレンジを加速させま

す。さらに、感染症対策を機とした新たな手法やスタイルも引

き続き取り入れていきます。

これらの取組により、基本目標の実現を目指します。 
※ 令和４年度下期の相鉄・東急直通線の開業、旧上瀬谷通信施設のまちづくり、

横浜国際園芸博覧会開催に向けた取組等

▶第４期旭区地域福

祉保健計画「きら
っ と あ さ ひ プ ラ
ン」のイメージ

◀令和４年に放送開始
予定の NHK大河ドラ
マ「鎌倉殿の 13人」

では畠山重忠公が登
場

「英雄三十六歌撰 畠山重忠」（馬の博物館所蔵）
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主な事業・取組 

 局事業は後掲 

 

 

地域安全安心普及推進事業
【地域振興課】 

感染症に便乗した詐欺などが

増加しており、様々な特殊詐欺

被害の防止を図るため、昨年度

に引き続き振り込め詐欺対策電

話機等購入費補助事業を実施し

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／旭土木事務所】 

子どもの通学中の交通事故を

防止するため、横断旗の配付や

路面表示を行うなど、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 

地域福祉保健計画の推進【全課】 

 第４期旭区地域福祉保健計画が新たにスタートします。 
地域で暮らす子ども、障害者、高齢者、外国籍の方など、すべての区民が地域で支え合い安心して自分

らしく暮らせるまちを目指します。 
多様性を互いに認め合い、身近な地域での見守り・支え合いや困ったときに助けを求められるつなが

りづくり、地域活動に参加しやすい仕組みづくりを、区役所をはじめ、関係機関や地域の皆さまと協働

して進めます。 
計画の愛称である「きらっとあさひプラン」を多くの皆さまに認知していただき、身近な自分ごとの

計画として一緒に推進していただけるよう、知名度のアップも図っていきます。 
 

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し、地域のつながりづくりを進めます。

コロナ禍でも活動を継続できるよう支援を行うとともに、民生委

員の活動を広く区民の皆様に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。 
 

 
 

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。 

 

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、様々な悩みや不安を

受け止め、個々のニーズに沿った

支援を行います。また、困難を抱

える若者が社会参加しやすい環境

づくりにも取り組みます。 

 
 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】 

コロナ禍の中、認知症の人や

家族が安心して暮らせるよう、

区内の支援者や関係機関等が連

携し、高齢者の孤立化を防ぐ地

域支援を進めます。また、認知

症に対する正しい知識を普及す

るため、啓発活動を推進します。 
 

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、国の感染症予防ガ

イドラインに沿った衛生管理指

導、改正食品衛生法への対応周

知、食事ボランティア等への啓

発を実施します。また、飼い主

のいない猫対策事業に取り組む

地域の支援、ペット同行避難訓

練の支援を実施します。 

 

＜地域で支え合い安心して自分らしく暮らせるまち＞ 

＜安全で安心して暮らせるまち＞ 

※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。 

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】 

「旭区ご近助マニュアル」の活用に加え、訓練資機材を充実さ

せ、地域が行う訓練を支援することで地域防災力向上を図るとと

もに、地域のつながりづくりを進めます。 

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。また、福祉避難所を災害時に円滑に運営するため、連絡

会を開催し、情報共有に努めるとともに、開設・運営訓練を支援

します。 

 

あさひのつながり応援補助金 
事業【区政推進課／福祉保健課／ 

高齢・障害支援課】 
身近な地域でつながりづくり

や支え合いの取組が広がること

を目指し、小さなグループも気

軽に活動をスタートできるよ

う、検討段階から支援を行いま

す。 
 

【参考】災害用ハマッコトイレの整備 
【旭土木事務所(環境創造局事業)】 

地域防災拠点等において、地震災

害時にトイレ機能を確保するための

仮設トイレ「ハマッコトイレ」の整

備を進めています。令和５年度末ま

でに区内全 37 ケ所で整備を完了す

る予定です。 

目指す姿 ◇誰もが、ともに生きるまち ◇みんなが、声をかけあえるまち ◇ひとりひとりが、自分らしくいられるまち 
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「地域サポート希望が丘
東」による、買い物支援
や見守りにつながる移動
スーパーの取組 

＜地域で展開されている様々な事業例＞ 
 

 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、

花苗の配布による公園等の緑化推進など旭区の魅力

である、水・緑・花と身近に触れ合える機会を創出

します。また、緑のカーテンづくりや温暖化対策に

寄与する暮らしの啓発を、地域や学校等と連携しな

がら取り組みます。 

 
 

魅力発信、水・緑・花・スポーツ・文化によるつながりづくりの推進 

区民スポーツ・文化事業【地域振興課】 

 オリンピック・パラリンピック開催の機運を

高めるとともに、インクルーシブスポーツ「あ

さひボッチャ」等の区民スポーツ祭を通じ、地

域のつながりや健康づくりを支援します。 

心豊かな区民生活や新たな文化活動等の実現

を図るため、文化芸術活動を支援します。 
 
 
 

転入・定住促進プロモーション【区政推進課】 
 
相鉄線の都心直通化やコロナ禍による郊外部

への注目度の高まりなどを機に、鉄道事業者や

沿線区等との連携を通じて、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・横浜」郊外部モデルの推進 

社会の変化に対応した新たな手法の導入   
動画配信やウェブ会議の導入支援によって、地域のつながりを維持・強化し効果的な事業の推進

等につなげます。 

横浜国際園芸博覧会の開催に向けた機運醸成 
【区政推進課】 

横浜国際園芸博覧会旭区推進協議会（仮称）

を設立し、博覧会の開催に向けて、地域や企業

と連携しながら機運醸成に取り組みます。 

【参考】公園における公民連携の取組 
【区政推進課(環境創造局事業)】 

こども自然公園における新たな魅力の創出に向け、

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」の策定を進めます。 

【参考】畠山重忠公に関する事業 

重忠公ゆかりの史跡を紹介する案

内板や標柱の整備を行っています。   

また、区ホームページで史跡を紹介

しているほか、旭ガイドボランティ

アと共催で史跡を巡るウォーキング

イベントを開催しています。 
 

定例会をウェブ会議で開催！【地域振興課】 

 
 

若葉台団地では、企業の

持つ先端技術を活用し地

域交通課題を解決 
 

左近山団地では、大学生が

中心となり、地域や商店街

の活性化を推進 
 

コミュニティカフェ「ハ
ートフル・ポート」での
SDGs を自分ごととして考
えるためのワークショッ
プ 
 

「若葉台東ふれあいサロン」
での SDGs について学ぶデ
ザインセンター講師による
講演会 

 

SDGs 特設ウェブサイトを

活用して発信力を強化し、

パートナー連携によるチャ

レンジを促進します。 

旭区は多様なパートナーが連携して地域課題を解決することにより、新たな価値の創造を目指します。                      

個別の取組を発信 

◀ 旭区青少年指導員

連絡協議会はウェブ

会議を取り入れ、 

安全性の確保と地区

連携を実現。 

 

フォーラムをウェブ開催！【高齢・障害支援課】 

◀ 旭区地域生活支援 
フォーラムをウェブ

開催し、障害理解の

普及啓発について幅

広い層に拡大。 

コミュニティカフェ「ブ
ルーベル」での、パステ
ル画や折り紙教室などを
通した住民同士のつなが
りづくり 
 

畠山重忠公碑 ▲ 

▲旭区 SDGs
特設サイト
QR コード 
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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 

＜地域で支え合い安心して自分らしく暮らせるまち＞ 

地域子育て支援拠点サテライト
の整備 

支援の充実のため、乳幼児人口が多い区で地域子育て支
援拠点の出先施設を整備 

こども青少年局 

こども家庭総合支援拠点機能の
先行整備 

全ての子どもとその家庭、妊産婦の相談及び必要な対
応・支援の継続的な実施 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 

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 

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 

＜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 

下水道の整備・維持管理 下水道管の再整備、災害用ハマッコトイレの整備、下水
道管の清掃、予防保全型の維持管理 環境創造局 

河川・水路の整備及び維持管理 帷子川の河川改修、河川・水路の維持管理  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 

通学路等安全対策事業 あんしんカラーベルトの整備や通学路等の交通安全対策
等 道路局 

道路・橋りょうの整備及び維持
管理 

都市計画道路鴨居上飯田線（二俣川駅周辺）の整備、道
路橋等の補修、舗装や道路施設の維持管理 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の推進 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、二俣川小、万騎が原小、今宿小の設計・工事 教育委員会事務局 

○魅力発信、水・緑・花・スポーツ・文化によるつながりづくりの推進 

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 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 

公園・緑地の整備及び維持管理 公園・緑地の再整備、遊具更新、施設の維持管理 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 

旧上瀬谷通信施設地区整備事業 土地利用の具体化検討、新たな交通の導入の検討・周辺
道路整備、公園整備の環境影響評価の手続等の推進 

都市整備局 
環境創造局 

国際園芸博覧会の開催に向けた
取組 

国と連携し、博覧会の事業計画等の検討や国内外への広
報・機運醸成、博覧会の開催組織の設立準備等を実施 

都市整備局 

○「SDGs未来都市・横浜」郊外部モデルの推進 

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。 

 

 


	オリンピック・パラリンピック開催の機運を高めるとともに、インクルーシブスポーツ「あさひボッチャ」等の区民スポーツ祭を通じ、地域のつながりや健康づくりを支援します。
	心豊かな区民生活や新たな文化活動等の実現を図るため、文化芸術活動を支援します。

