
施策２ 地域活動の広がるまちづくり（９事業） 

２２，７０５千円（前年度２０，１３０千円） 

事 業 項 目 事 業 概 要 

１ 地域力支援事業 

 

【８，１０６】 

【区政推進課】 

【福祉保健課】 

【地域振興課】 

自治会町内会をはじめ区民活動団体や福祉保健活動団体、各種委嘱委員等の

地域の様々な主体による地域活動がこれからも継続されていくために、現役世

代を含めた幅広い区民の地域活動への参画を推進します。また、自主的な地域

運営や課題解決の取組に対する支援を充実・強化する中で、様々な機会を通じ

て、地域と課題解決に向けた意見交換等を進めます。 

(1) 持続可能な取組支援（４，５７４） 

  ア 各種委嘱委員の活動を支援するため、区ホームページでの活動事例の

紹介や、外部サイトでの委嘱委員を対象とした情報提供を行います。 

イ 安定した地域活動が維持・継続できるよう、地域活動に携わる方の 

活動状況や経験等に応じた講座等を開催します。 

  ウ 新しい地域活動、社会参加の在り方の情報発信のため、区内商業施設

を会場に「あなたの力発揮！応援フェア」を２日間にわたり開催しま

す。ミニセミナーのほか相談ブースなどを設け、新たな層からの人材

発掘、地域の負担軽減、高齢者の就労などの課題について考えるきっ

かけとします。 

  エ 地域住民の居場所の開設・運営を目指す地域に対し、コーディネータ

ーの派遣や相談対応など、活動の実施に向けた支援を行います。 

  オ 年度当初の補助金申請手続等に関する相談を実施し、地域活動の初任

者等の事務負担の軽減を図ります。 

(2) 課題解決に向けた取組支援（３，５３２） 

   ア 泉区全体に関わる課題などに対する提言・提案、地域の課題解決の活動  

に関する情報交換などを行う「泉区地域協議会」の運営支援を行います。 

イ 「地区経営委員会」が行う多様な地域活動が持続するため、各地区経

営委員会の運営支援や地域運営補助金の活用支援等を行います。 

  ウ 地域の課題解決に向けた取組を支援するため、広報紙や区ホームペー

ジ等による地域活動の事例紹介や各地区へのコーディネーターの派遣

等を行います。 

  エ 地域活性化のため、地域、大学等の連携や若年層の意見を取り入れる

機会を設けるなど、多角的な施策の実行に向けた取組を実施します。 

  オ 地域支援に従事する職員等に対する研修を実施し、地域支援に必要な

スキル・ノウハウの習得や総合調整力の向上を図ります。 

   カ 地区担当や地域福祉保健計画地域支援チーム等を中心に、地域との

「顔の見える関係づくり」を進めます。 

  

重点 

○ 元気な地域づくり推進事業【市民局区配】 

・地域活動の人材育成、地域のつながりづくりを推進するため、地域団体などとの協働により、まちづく

り講座や事例研究などを行う「泉区まちづくりみらい塾」を開講します。 



 

 

 

  

コラム③ 地域力支援事業 

 

泉区は地域活動が活発に行われ、自治会・町内会や各種委嘱委員をはじめとした区民の皆さまの

多様な活動により、地域の課題解決や安心・安全、見守りなどの取組が進められています。担い手

の高齢化等の様々な状況により地域活動が停滞することのないよう、地域活動を持続させていくた

めの取組の支援や、地域の課題解決に向けた取組に対する支援を実施しています。 

 

・「あなたの力発揮！応援フェア」 

   令和元年度から実施している「あなたの力発揮！応援フェア」では、地域活動、就労、健康

長寿などの様々なテーマのミニセミナーを開催するほか、相談ブースや展示コーナーを設け、

区民の皆さまの活動や就労を応援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

・泉区地域協議会 

区政の運営や事業、地域に関わる区の施策などについての意見交換や、担い手不足等地域の

課題解決に向けた情報交換をするため、月１回程度、各地域の方が集まり議論を行っています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

・地域と区のつどい 

泉区内 12 地区連合における課題や要望に対し、地域と区が課題を共有し、解決に向けた話

し合いを行う場として、毎年、地区ごとに開催しています。（令和元年：６～７月、10～11 月）  



２ 地域交流行事支援事業 

【１，７００】 

【地域振興課】 

地域が主催する地域住民の交流の機会を支援し、住民相互の連帯意識を高

め、地域コミュニティの醸成を図りながら活力ある地域社会づくりを推進しま

す。 

(1) 地区連合主催行事支援事業（１，２００） 

地域、地区のコミュニティづくりを推進するため、地区連合自治会町内

会が主催する夏まつりや運動会、文化祭などの開催を支援します。 

(2) 泉区民ふれあいまつり支援事業（５００） 

泉区に対するふるさと意識、区民の連帯意識を醸成するため、泉区民ふ

れあいまつりの開催を支援します。 

３ 自治会町内会振興事業 

【２，４４９】 

【地域振興課】 

住みよいまちづくりに貢献している自治会町内会活動を振興するため、行政

情報等の提供を進めます。また、自治会町内会長や役員に対する表彰等を行

い、敬意と感謝の意を表するとともに、自治会町内会の掲示板やホームページ

を活用した情報発信の取組を支援します。 

(1)  自治会町内会交流推進事業（２，０９９） 

掲示物や回覧物などの行政情報等を自治会・町内会へ送付します。 

地域活動に貢献された自治会町内会長に対して表彰等を行い、敬意を表

します。また、自治会町内会の役員に感謝状を贈呈します。 

(2)  自治会町内会掲示板整備補助事業（３００） 

自治会町内会の掲示板の新設・補修等の整備工事費の一部を補助します。                

(3)  自治会町内会ホームページ作成支援事業（５０） 

自治会町内会がホームページを作成する上での諸問題の解決に向けた支

援を行います。 

 

 

  

○ 地域活動推進費補助金交付事業【市民局区配】 

自治会町内会、地区連合自治会町内会等が実施する環境美化、防災・防犯活動等の公益的活動に対する

経費の一部を補助します。 

○ 自治会・町内会館整備費補助事業【市民局区配】 

自治会・町内会館の新築や増改築、改修、修繕等に対する経費の一部を補助し、事務手続きなどを支援

します。              （改修：本郷町内会、修繕：緑園連合自治会・上和泉西部自治会） 

      



４ 区民活動支援センター事業 

【６４３】 

【地域振興課】 

区民の活力ある諸活動の推進や、自治会町内会の課題解決に向けた活動の支

援を図るため、いずみ区民活動支援センターにおいて、地域活動や生涯学習に

関する情報提供・相談、多様な地域の人材の発掘・活用、地域活動を行う個人・

団体への活動支援等を行います。 

(1) 区民活動支援センター運営事業（６４３） 

   ア 区民活動に関する相談業務を実施し、学習機材等を貸出します。 

   イ 区民活動支援センターの認知度を高め、事業内容を広報するため、区民    

活動情報紙「センターだより（いずみ区民活動支援センター情報誌）」

等を発行します。 

   ウ 区民活動団体の広報を支援するため、人財バンク登録者の展示会や発表    

会を区民ホールや区内の施設等で開催し、活動内容を紹介します。 

   エ 区民利用施設ネットワーク会議を開催し、自主企画事業の事例や企画立    

案に向けた課題等の情報共有を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 元気な地域づくり推進事業【市民局区配】 

・人財バンク事業 

   地域のマンパワーを地域のまちづくりにつなげるため、ボランティアやサークル活動団体、個人の

「泉区人財バンク」への登録・利用を促進します。併せて、登録データを冊子やホームページで公開

し、地域での活躍の機会を提供します。 

・区民活動支援事業 

   自治会町内会や区民活動団体等が地域まちづくりの推進に必要となるノウハウの習得やスキルアッ

プを支援するため、地域活動実践講座を実施等します。併せて、地域活動団体の運営面での課題解決

に向けた取組や、区民のまちづくりについてのコミュニケーション等を促進し、マッチングの場や機

会の提供を行い、区民活動を促進します。 

    区民の地域活動や生涯学習へのきっかけづくりのため、人財バンク登録者による講座や区民活動団

体の体験会を実施するとともに、区の魅力を高めるなどの生涯学習に関する講座を実施します。 



５ 多文化共生推進事業 

【２，７４７】 

【地域振興課】 

【こども家庭支援課】 

 多様な文化を持つ人々がお互いの文化を尊重し、協働しながら地域づくりを

進めることができるよう、外国籍等区民に対する支援を行うとともに、外国籍

等区民が地域の構成員として地域活動に参加できる取組等を支援します。 

(1) 多文化共生まちづくり推進事業（９９０） 

多くの外国籍等区民が暮らすいちょう団地地区において、地域と協働し、

自主的・自立的に取り組む住民の交流会や懇談会、多言語による日常生活等

に係る情報提供等の取組を支援します。 

(2) コミュニケーション支援事業（１，４４６） 

  ア 外国籍等区民が、生活に必要な情報を得られるよう、多言語の生活情報    

紙「泉区リビングガイド」や行政からのお知らせのほか、各種手続案内

等について情報発信を行います。また、外国籍等区民の集住地区である

いちょう団地内において、地域活動や外国籍等区民に関心のあるテーマ

等の情報発信を支援します。 

  イ 外国籍等区民を対象に、日常生活に支障とならないレベルの日本語能力    

の習得を目指した日本語教室を開催するとともに、地域ボランティアに

よる日本語教室を実施します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 外国籍等区民への子育て支援事業（３１１） 

日本語に対応できない子育て中の区民を対象に、通訳等のサポートを行い

ます。                      ＜ベトナム語・中国語＞ 

  ア 乳幼児健診後のフォローや個別心理対応時に通訳が同行・同席し、きめ

細かな子育て支援を行います。 

  イ 北上飯田保育園において、地域ボランティア「ことばサポーター」を活

用し、子育てサロンを開催します。 

  

○ いずみ多文化共生コーナー【国際局区配】 

多文化に関する情報を収集し、外国籍等区民に対して情報提供、各種窓口の紹介等を行う「いずみ多文

化共生コーナー」を運営します。 

○ 元気な地域づくり推進事業【市民局区配】 

・外国籍等区民活動支援 

外国籍等区民に対して日本語の習得やライフスタイル、文化の理解等をサポートする地域ボランティア

の人材を養成する講座を開催します。また、世代や国籍等を問わず、住民がお互いの文化や生活習慣への

理解を深めていくことができるよう、多文化・多世代交流の取組を充実します。 



６ 区民スポーツ振興事業 

【１，７４８】 

【地域振興課】 

区民の健康志向の高まりに併せて、スポーツの振興を図るため、地域のスポ

ーツ振興団体やスポーツ大会、教室を実施する団体への支援を充実します。ま

た、地域資源を活用したスポーツ振興イベントを開催し、区民がスポーツに取

り組む機会を提供します。 

(1) スポーツ振興団体支援事業（１，１６０） 

泉区体育協会が企画・運営する区民スポーツ大会やスポーツ教室・講習会

等の開催を支援します。 

(2) 地域資源を活用したスポーツ振興啓発事業（５８８） 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、区民のスポー

ツへの関心を高め、スポーツを始めるきっかけづくりとなる区民参加型のス

ポーツイベントを開催します。 

 
７ 水・緑・みち魅力づくり 

支援事業 

 【２，１７２】 

【区政推進課】 

【土木事務所】 

泉区の緑環境の保全を地域団体と連携して進めるとともに、和泉川や村岡川

などの流域において地域団体等との協働により、区の特性に対応した魅力づく

りを行います。 

また、担い手不足が課題となっている道路・公園・水辺における愛護会等

活動が維持・継続できるよう支援を強化します。 

(1) 緑環境保全（４５２） 

地域資源のひとつである貴重な緑環境を守る活動を支援します。 

また、区の花あやめの認知度を上げ、地域に目を向けてもらえるよう、

普及団体の活動支援等、あやめの普及のための取組を行います。 

(2) 公共施設・公有地での緑の管理（２０） 

(3) 魅力づくり支援（４５０） 

和泉川や村岡川などの流域、立場駅前交通広場の花壇などで活動する団

体に花苗の提供などを行い、地域の魅力づくりを支援します。 

(4) 愛護会活動支援（１，２５０） 

愛護会活動にかかる技術指導などの講習会の実施、草刈りなどの活動を

支援するための機材の貸与などを行うとともに、新たな担い手づくりのた

めに、視察会や合同のつどいの開催、活動の広報などを通じて、愛護会と

地域の新たな連携を促進します。 

  

○ スポーツ推進委員支援事業【統合事業費】（１，７５８） 

市委嘱のスポーツ推進委員が行うスポーツ振興や啓発事業等の活動を支援します。 

 

○ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業【市民局区配】 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックにあたり、コミュニティライブサイトの開催や区民参加型

のスポーツイベントを実施します。 



８ ごみ減量化推進事業 

【２，４６７】 

【地域振興課】 

   

更なるごみ減量と脱温暖化に取り組み、豊かな環境を次世代に引き継ぐた

め、「ヨコハマ ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン」に基づき、市民・事業者の皆様による自主的で

自分らしい３Ｒ夢行動を大切にしながら「横浜らしい循環型社会」に向けて、

ごみの減量化、温室効果ガス削減を推進しＳＤＧs※につなげます。 

※ＳＤＧsとは、2015年国連サミットにおいて採択された、2030年を期限とする 17の持続可能

な開発のための目標 

(1) ごみ減量化活動支援事業（２，４６７） 

  ア 地域が主体となって取り組むごみの減量化推進や集積場所周辺の環境

美化等の活動に対する補助金を、連合自治会町内会（12 地区）に交付

します。 

  イ 発生抑制等によるごみ総量の削減啓発チラシや、「ヨコハマ ３Ｒ夢
ス リ ム

プ

ラン」の認知度を高めるため啓発物品等を作成します。 

  ウ 自治会・町内会、地域団体、小学校・保育園等を対象に、出前講座や

地域イベント等を通して３Ｒ行動の普及・啓発を進めます。 

  エ 商業施設や地域等と連携し、継続的な啓発活動・キャンペーン等に取

り組みます。 

  オ きれいな街づくり、３Ｒ夢プランの推進、緑化の推進に功労のあった

個人及び団体を表彰します。 

 

 

 

 

９ 脱温暖化行動啓発事業 

【６７３】 

【区政推進課】 

身近な脱温暖化行動に対する区民の理解を深めることを目的に、家庭で取り

組める省エネ行動の広報や緑のカーテンづくりを推進します。 

(1) 省エネ行動等啓発事業（１４０） 

イベント等を通じて、身近な省エネ行動等の啓発を行います。 

(2) 緑のカーテン普及事業（５３３） 

緑のカーテンづくりを推進するため、植物の種等の配布を行うととも

に、緑のカーテン写真を募集・発信するなどし、取組体験の共有と拡散を

図ります。 

○ クリーンタウン横浜事業【統合事業費】（８３８） 

清潔できれいな街ヨコハマの実現に向け、美化推進重点地区において、美化推進員による定期清掃及び

啓発活動を実施します。 

 




