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おもてなしの心による区民サービス

平成 30 年度

(1) 親切・丁寧な区民サービスを提供します

磯子区 運営方針

・窓口サービス向上研修（おもてなし研修、応対力向上研修）の実施 各１回
・窓口サービス向上研修の各課でのフィードバック研修の実施 各１回以上
・他課業務理解のための相互研修の実施 通年

①窓口サービス向上に向けた研修の実施
②快適な窓口環境づくり
(2) 正確・迅速に事務を執行します

・的確な案内を行うための定期的な整理整頓の実施

通年

・経理事務研修等の実施 ６回
・コンプライアンス情報を活用した各課での事務処理ミス防止研修会
の実施 月１回
・年度内対応完了率 80％以上

①事務処理ミス防止に向けた取組

②道路・公園等の改善要望への迅速な対応
(3) 環境に配慮した快適な庁舎環境を整備します
・区庁舎１・２階及び昇降機の主な案内表示（サイン）の改修 ３月
①快適でわかりやすい庁舎環境の整備
(4) 働き方改革に取り組みます
①業務効率化による区職員の働き方の見直し
新規

・ペーパーレスを推進するため、会議室にプロジェクターや
スクリーンを整備 ４室
・ワークライフバランス研修等の実施 ４回
・各課での夕礼の試行 ６月～

《参考》磯子区の人口と将来人口推計

Ⅰ 基本目標
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(2005)

平成 27 年
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平成 30 年
(2018)

平成 33 年
(2021)

平成 37 年
(2025)

平成 47 年
(2035)

平成 57 年
(2045)

163,189

163,861

166,515

167,686

167,149

162,398

154,707

単位
（人）

※総計には年齢不詳者数を含みます。
出典:横浜市統計ポータルサイト 磯子区年齢別人口(平成17・27・30年 1月1日現在)、横浜市将来人口推計(平成33～57年)

磯子区事業評価委員会からの意見
人口や年齢構成の推移を考えると、これからの 10 年間で世の中は大きく変わっていくと考え
ます。10 年後に磯子区は 100 周年を迎えますが、この 10 年がその後の 100 年にとって大
変重要な期間になってきます。長期的な視点を持って、フットワークよく新しい状況に対応しな
がら、様々な課題に挑戦し、横浜市をリードしていけるような磯子区となることを期待します。
区内の高齢化が進む中で、元気な高齢者をはじめ、多様な人々がそれぞれのやり方で再チャレ
ンジできるような施策が進められると、地域が活気づいて盛り上がっていきます。高齢者支援や
子ども支援など、地域が主になって進めていくためには、地域の様々な主体と行政とがお互い知
恵を出し合い、より一層の密な連携をしていくことが必要です。
「介護」や「子育て」
「まちづく
り」といったように、それぞれの枠組みだけで捉えるのではなく、多世代・多主体が連携できる
ような事業の展開を期待します。
防災に関する取組は、災害はいつどのように起きるか予測できないからこそ行政の役割が大切
になります。どのような対策が必要かをよく検討してください。
団体との連携、多世代の連携、庁内の縦割りを越えた連携、この３つの「連携」の兆しが見え
ています。引き続き、縦割りだけで考えるのではなく、横の連携を大切にしながら施策を進めて
ください。
平成 30 年３月

磯子区長

小林

正幸

Ⅱ 目標達成に向けた施策

50,000

総計※

磯子区では、区民の皆さまの身近な区役所として、皆さまからご意見をいただきながら、地域と一体となって取
組を進めます。
子どもからご年配の方まで、様々な世代が安心して暮らせるように、子育て支援、高齢者支援、防災・減災対策
をはじめとした諸事業を推進し、笑顔があふれるまちの実現に向けて全力で取り組んでいきます。また、「おもて
なしの心」で区民の皆さまに寄り添ったサービスを提供していきます。
平成 30 年４月

68.4％

0

地域の皆さまとともにつくる
笑顔あふれるまち・いそご

磯子区事業評価委員会とは？
区民の皆さまや有識者の方の
視点から、磯子区が行う施策や
事業、サービスなどについて検
証・評価をしていただき、質が
高く、温かみのある行政運営を
効率的に推進することを目的に
設置しています。
半期ごとに事業評価や意見を
いただいています。

委員構成
地域代表６人、有識者１名
（平成 30 年３月 31 日現在）

２ ともに支えあい、健康でいきいきと

１ 魅力にあふれた住み続けたいまち

暮らせるまち

幅広い世代が地域とのつながりを
一層深められるよう、地域に活気と
賑わいを創出します。また、多くの
区民の皆さまのニーズを踏まえ、魅
力的で、住みたい、住み続けたいと
思える磯子区の実現を目指します。

未来を担う子どもたちを健やかに育むため、子育て支
援や青少年育成の取組を積極的に推進します。また、高
齢化が進む中、住み慣れた地域で、いつまでも安心して
暮らし続けていくために、人と人とのつながりを育み、
互いに支えあえるまちづくりを進めます。

３ 安全・安心で住みやすいまち

４ おもてなしの心による区民サービス

全国各地で発生している震災・風水害の教訓や磯子区の
特性を踏まえ、地域の自助・共助の取組への支援や区災害
対策本部機能の強化など、より災害に強い地域づくりに向
けた取組を推進します。また、継続して防犯や交通安全等
の取組を関係機関と連携して推進し、安全・安心な暮らし
の実現を目指します。

おもてなし意識向上の
ための職員研修や窓口の
改善等を実施し、親しみ
やすい区役所を実現しま
す。

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営の姿勢
１ 信頼される窓口サービス
おもてなしの心を持って皆さまを笑
顔でお迎えします。来庁されたお客様
一人ひとりのお話をしっかりとお聴き
するとともに、わかりやすい言葉で説
明し、親切・丁寧・正確・迅速な窓口
サービスを提供します。

地域課題の解決に向けた

２ 活動の支援

地域課題を的確に把握し、解決に向
けてともに取り組むため、積極的に地
域に伺い、区民の皆さまと信頼関係を
築きます。地域活動の支援や課題解決
に向けたつながりづくりを進め、地域
とより一層密に連携していきます。

活力を持続できるチーム

３ づくり

部や課を越えた情報共有や連携に
努め、自由に議論ができる風通しの
良い組織をつくります。また、既存
の業務やワークスタイルの見直しに
取り組み、多様な課題にも効果的・
効率的に対応できる組織づくりを進
めます。

１

重点的に取り組む主な事業
魅力にあふれた住み続けたいまち
主な事業・取組

指標（ ）は 29 年度実績

(1) 地域の特色を生かしたつながりづくりの活動を支援します

( 区政推進課 地域振興課 )

・コスモスミーティングの参加者アンケートで「地域課題解決
について議論が出来た」と感じた人の割合 70％以上

②地域の担い手づくりの推進

・地域課題の解決に取り組む「いそご地域づくり塾」の実施
参加者 30 人（30 人）

③磯子まつりの開催

・磯子区への愛着が醸成される磯子まつりにするための
アンケート調査 満足度 80％以上

④商店街のにぎわいづくり

・商店街朝市の開催 ８回（７回）
・商店街の活性化事業をまとめた事例集の作成 ９月

⑤文化やスポーツの振興

・出演者のニーズに合わせた ISOGO ダンスまつりの開催
来場者 1,600 人（1,600 人）
・読書活動推進講演会の開催 12 月
・ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・
パラリンピックの機運醸成に向けた啓発イベントの開催
新規
各１回

(2) 緑にあふれ、安らぎのある環境づくりに取り組みます

( 区政推進課 地域振興課 こども家庭支援課 土木事務所 )

①ガーデンネックレス横浜と
連携した緑化の推進

新規
・区庁舎前 花時計の設置 ４月
新規
・区イベントとの連携による緑化推進の PR ４回
・保育園・幼稚園の交流を通じた地域緑化の取組 15 回（15 回）
・緑化活動団体への技術支援 ７回（７回）

②ごみの排出量の削減

・地域イベント等での啓発及び分別説明会の実施
30 回 4,000 人（27 回 4,058 人）

新規

磯子区のマスコットキャラクター
いそっぴ

③まちの美化の推進

・地元企業等と連携した清掃活動の実施 10 月

ともに支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち
主な事業・取組

①
「子ども食堂」への支援

( 地域振興課 こども家庭支援課 生活支援課 )

(2) 高齢者が自らの意思で自分らしく暮らすための取組を推進します

②生活困窮世帯の子どもの学習支援

・高校進学に向けた「磯子べんきょう会」の開催
３か所 273 回（272 回）
・高校卒業に向けた相談支援・居場所の開催 １か所 46 回（45 回）

③地域に広げる子育て支援の輪

・地域の子育て支援連絡会の開催支援 ４エリア 各２回（10 回）
・地域・関係機関と連携した親子で参加できる場の開催支援
4 会場（４会場）

④市立保育所を活用した保育資源ネットワークの構築

・保育の質の向上を図る研修の実施 38 回（33 回）

⑤待機児童ゼロを目指した環境整備

・保育・教育コンシェルジュによる相談対応の充実
・保育・教育施設の必要度が高い地域への積極的な誘致の
働きかけ

⑥青少年健全育成施策の充実

・青少年健全育成指針の啓発講座の開催 ３回 新規
・青少年の地域活動拠点の活用 利用者延べ 2,400 人
・地域・関係機関等と南部ユースプラザの連携に向けた取組
３回 新規

⑦地域とともに取り組む
児童虐待防止 新規

・地域や保育・教育機関と連携したエリア別児童虐待防止
連絡会の開催 ２モデル地区

( 区政推進課 高齢・障害支援課 )

・認知症サポーターの養成

・子ども食堂のニーズに合わせた支援 通年
・子ども食堂ネットワーク連絡会の開催支援 ２回（２回）

新規

指標（ ）は 29 年度実績

主な事業・取組

指標（ ）は 29 年度実績

(1) 未来を担う子どもたちを健やかに育む環境づくりを推進します

３

指標（ ）は 29 年度実績

主な事業・取組

①地域課題解決の場 ( コスモスミーティング ) への支援

２

新規 :30 年度の新たな事業又は取組

①地域包括ケアの推進
地域包括ケアシステム…高齢者が
住み慣れた地域で自分らしい暮ら
しを続けることができるよう、医
療・介護・予防・住まい・生活支
援が一体的に提供される体制

累計 15,500 人（14,140 人）

・介護予防講座・講演会の開催 80 回（81 回）
・「エンディングノート」書き方講座の受講者
累計 8,700 人（8,200 人）
・高齢者虐待の早期発見のための研修会の開催 参加者 80 人（82 人）
・かかりつけ医・訪問看護等の普及啓発のための区民向け講演会の
開催 ３回（３回）
・地域と行政等による生活支援のための連携・協議の場の開催
10 回（10 回）
・買い物支援モデル事業の実施 １地区

(3) 地域で支えあい、誰もが活躍できる取組を推進します

( 地域振興課 福祉保健課 高齢・障害支援課 土木事務所 )

①磯子区地域福祉保健計画「スイッチ ON 磯子」の推進

・区策定・推進検討会の開催 ２回（２回）
・地区別推進会議の開催 27 回（27 回）

②障害に対する理解に向けた普及・啓発の促進

・区役所での障害者施設製品販売や磯子事業会等と連携した PR の
実施 19 回（19 回）

③多文化共生理解の促進

・多様な文化を理解するためのイベントの開催 ６回（５回）
磯子区地域福祉保健計画の案内役
梅さん

④健康づくりの支援

・がん検診啓発の実施 全９地区１回以上 新規
・外出支援のためのおやすみベンチの設置 10 基（６基）

安全・安心で住みやすいまち
主な事業・取組

(1) 大規模災害に備えた取組を推進します

指標（ ）は 29 年度実績
( 総務課 福祉保健課 生活衛生課 )

①地域の防災を担う若い世代への自助・共助の啓発

・いそピヨでの子育て世代向け防災講座の開催 ８回（６回）
・小中学生を対象とした防災授業の実施 ６回（4 回）

②自治会町内会での災害に備えた要援護者支援の推進

・自治会町内会向け説明会の開催 ３回

③地域防災拠点の支援

・地域防災拠点訓練の支援 22 拠点（22 拠点）
・拠点を単位とした防災マップ（地域防災拠点防災マップ）の
作成 14 拠点（8 拠点）
・地域防災拠点防災マップの訓練等での活用 ６拠点（2 拠点）
・拠点等でのペット防災対策の啓発 延べ 15 回（14 回）

④区災害対策本部機能の強化

新規

主な事業・取組

(2) 地域の安全・防犯に取り組みます

指標（ ）は 29 年度実績
( 地域振興課 土木事務所 )

①子どもの交通安全対策

・スクールゾーン対策協議会から要望を受けた通学路の
要対策箇所への対応

②高齢者の交通安全対策

・高齢者向け交通安全教室の開催 10 月

③地域の防犯対策の推進

・安全・安心メールのアドレス登録者 累計 2,800 人（2,605 人）
・地域と連携した防犯活動の支援 15 回（13 回）

新規

・浸水被害防止のための防潮設備の設置 １月

