
令和元年度 神奈川区 運営方針

Ⅰ 基本目標 笑顔でつながる「神奈川区」

～ 地域の皆様とともに、安心で温かい元気なまちづくりを進めます ~

Ⅱ 目標達成に向けた施策

大地震や風水害時の迅速な避難行動
や被害軽減につなげられるよう、自助
の行動を促す取組を強化します。

また、町の防災組織の取組支援に加
え、女性の視点を取り入れた避難所運
営等の共助の取組を推進します。

さらに、地域や関係機関と連携を強
化して防犯・交通安全対策を進めます。

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 ～共感と信頼の区役所～

１ 安全・安心なまちづくり

自分の健康に関心を持ち、自ら健康
行動をとれるよう、幅広い世代を対象
とした健康づくりを推進します。

また、地域で安心して子育てできる
よう、親子のたまり場づくりや外遊び
支援の充実等に取り組みます。

あわせて、介護予防や認知症高齢者、
障害児・者への取組を進めます。

区の魅力を更に発信し、幅広い
世代のつながりを育み、次世代に引き
継がれていく取組を進めます。

また、地域や事業者の皆様とともに
温暖化対策やまちの美化・３Ｒの推進
に取り組みます。

地域のつながりや身近な課題を地域
で話し合う場づくり等を支援し、地域
活動を支える担い手の育成に取り組み
ます。

あわせて、「かながわ支え愛プラ
ン」(第３期神奈川区地域福祉保健計
画)を地域とともに推進します。

４ 地域の力やつながりを

はぐくむまちづくり

３ 魅力にあふれ愛着が

もてるまちづくり

２ 誰もがいきいきと暮らし

続けられるまちづくり

おもてなしの区民サービス

区民に最も身近な行政機関として、基礎的な行政サービスを正確・迅速に提供し、親切・丁寧
に応対します。

チーム神奈川の推進

課題解決に向けて、「チーム神奈川」として各課が連携し、共に考え協力して取り組みます。
また、組織力を向上させるために、ワークスタイル改革に取り組み、職員がやりがいをもって、

自らの能力を発揮できる職場環境づくりを進めます。

現場主義の実践

職員一人ひとりが自らの果たすべき責任と役割を自覚し、区民の皆様と向き合い、現場主義を
実践するとともに、協働による地域づくりを進めます。

神奈川区で進んでいる
まちづくりを紹介します

東高島駅北地区の開発

横浜駅きた西口鶴屋地区
の再開発

市民病院の再整備

「相鉄・ＪＲ直通線」は令和元年
11月30日の開業に向け、準備が進
められています。開業後は、羽沢横
浜国大駅からＪＲ線の新宿方面、相
鉄線方面につながります。

また「相鉄・東急直通線」は令和
４年度下期の開業に向けて、工事が
進められています。

国家戦略特区を活用した市街地再
開発事業で、住宅・ホテル・多言語
対応の子育て支援施設・横浜駅直結
の歩行者デッキ等の整備に向けて、
令和４年度の完成を目指し、今年度
着工される予定です。

横浜駅直結の歩行者デッキは、現
在工事が進められているJR横浜タ
ワー及びJR横浜鶴屋町ビルと一体
的に整備され、東横フラワー緑道方
面への利便性が向上する予定です。

医療・健康・居住など、新しい都心にふさわし
いまちづくりを進めるため、今年度は基盤整備工
事や埋め立て工事を予定しており、令和５年度の
完成を目指しています。

現在、新病院建物の建築工事を進めており、令和２年
５月１日に三ツ沢西町に新築移転する予定です。新病院
では、手術室の増室や最新の放射線治療機器を導入する
など高度な医療を提供します。

また、個室を増やすとともに、大部屋も６人部屋から
４人部屋になり一人あたりの面積が増加するなど、療養
環境が大幅に向上します。

羽沢横浜国大駅（イメージ図）

市民病院再整備（イメージ図）

横浜駅きた西口鶴屋地区
再開発（イメージ図）

神奈川東部方面線の整備

羽沢横浜国大駅
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施策２ 誰もがいきいきと暮らし続けられるまちづくり

児童の健やかな成長を見守る地域づくりを進め、育児力の向上を支援し、
児童虐待を防止するための取組を進めます。

また、区内の保育・教育施設による防災対策の取組を支援します。

施策４ 地域の力やつながりをはぐくむまちづくり

◆ 地域人材マッチング事業

◆ 神奈川区地域づくり大学校

◆ 「かながわ支え愛プラン」（第３期神奈川区地域福祉
保健計画）の推進及び第４期計画の策定準備

区民の健康寿命の延伸を目指し、誰もが生涯を通じていきいきと暮らして
いけるよう、地域関係団体と連携し、ライフステージに応じた健康づくり活
動を展開します。

◆ 健康チェック・情報発信コーナーの区庁舎内設置

◆ 10～11月の健康かながわ応援月間に集中的な
健康関連事業の実施及び関係機関等の取組ＰＲ

◆ 歯周病予防やオーラルフレイル予防などを
テーマにした歯科出前講座を開催

◆ ヘルスメイト(食生活等改善推進員)と協働した
野菜摂取の普及活動

公園での外遊びイベント

健康づくり

子育て支援

問 あなたは、地域のためにどのようなこと
であれば関われると思いますか。

１位 地域清掃等の町の
美化活動への参加 38.0％

２位 特にない 33.6％
３位 防災訓練の参加 31.2％
４位 お祭りや運動会等の

イベント運営の手伝い 24.8％

（資料「平成30年度神奈川区区民意識調査」）

高齢者支援

問 日ごろから健康のために取り組みたいと
思うことはありますか。

１位 週２回以上、１回30分以上の運動をする 46.4％
２位 年１回のがん検診を受ける 45.2％
３位 睡眠により休養を十分とる 36.8％
４位 野菜は、毎食一皿食べる 36.5％
５位 年１回の歯科検診を受ける 35.2％

（資料「平成30年度神奈川区区民意識調査」）

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、在宅医療に関する普及
啓発や身近な場所での介護予防、認知症予防の取組を地域と一体になって進
めます。

◆ 赤ちゃんふれあい学級、外遊び活動支援事業、すくすくかめっ子事業

◆ 子育て講演会、 親支援プログラム、 子育て支援教室

◆ 「防災アドバイザー（仮称）」の派遣による区内の保育・教育施設の
実践的な取組の支援

◆ 在宅医療に関する区民向け講習会

◆ 介護予防出張講座「体力測定de健康アップ講座」

◆ 認知症支援に取り組む地域人材の育成 神奈川区
在宅医療マップ

地域づくり

施策１ 安全・安心なまちづくり

防災・減災を自らのことと捉え、行動に移せるよう、自助・共助の取組を
推進します。また、女性の視点から新たな課題に対応します。

◆ 防災情報ファイル・ハザードマップの作成

◆ 神奈川区防災アドバイザー派遣

◆ 感震ブレーカーの設置支援

◆ 女性の視点を取り入れた避難所運営支援

◆ 神奈川区「地域の防災マップ」作成支援

防災マップ作成支援
（地域とのまち歩き）

警察や地域と連携し、留守番電話の設定や迷惑電話防止機能付き電話機・機器の
設置を区民に呼びかけ、振り込め詐欺被害防止に取り組みます。

施策３ 魅力にあふれ愛着がもてるまちづくり

神奈川区の地域資源である自然や風景・商店街・歴史などの魅力を発信し、
地域への関心や愛着を深めます。また、地球温暖化対策やまちの美化・３Ｒの
推進に取り組みます。

｢わが町かながわとっておき｣
写真コンテスト

平成30年度 最優秀作品

防災・減災

防 犯

振り込め詐欺発生状況
（神奈川区内）

平成30年１～12月

58件 約２億5,700万円

問 あなたやあなたのご家庭では、災害に対して、
現在どのような対策をしていますか。（複数回答可）

１位 食料、飲料水を３日分以上備蓄している 48.7％
２位 近くの学校や公園など避難する場所を決めている 44.5％
３位 消火器を準備している 41.7％
４位 家族との連絡方法を決めている 33.4％
５位 家具類（タンスや食器棚等）を固定している 30.1％

（資料「平成30年度神奈川区区民意識調査」）

魅力発信

◆ 「わが町かながわとっておき」を活用したイベントの実施、
写真コンテスト及び入賞作品巡回展の開催

◆ 商店街スタンプラリーの開催

◆ 区内歴史資産を活用した若年層向け啓発講座の開催

◆ 地域美化活動「わが町かながわマナー違反一掃作戦」の実施

自治会町内会や地域で活動する団体と区役所が連携して地域課題の解決
に取り組む「協働による地域づくり」を進めます。

また、「かながわ支え愛プラン」（第３期神奈川区地域福祉保健計画）を地域とともに推進
します。

◆ 自動通話録音装置の貸出

自動通話録音
装置の一例
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令和元年度 神奈川区 運営方針

Ⅰ 基本目標 笑顔でつながる「神奈川区」

～ 地域の皆様とともに、安心で温かい元気なまちづくりを進めます ~

Ⅱ 目標達成に向けた施策

大地震や風水害時の迅速な避難行動
や被害軽減につなげられるよう、自助
の行動を促す取組を強化します。

また、町の防災組織の取組支援に加
え、女性の視点を取り入れた避難所運
営等の共助の取組を推進します。

さらに、地域や関係機関と連携を強
化して防犯・交通安全対策を進めます。

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 ～共感と信頼の区役所～

１ 安全・安心なまちづくり

自分の健康に関心を持ち、自ら健康
行動をとれるよう、幅広い世代を対象
とした健康づくりを推進します。

また、地域で安心して子育てできる
よう、親子のたまり場づくりや外遊び
支援の充実等に取り組みます。

あわせて、介護予防や認知症高齢者、
障害児・者への取組を進めます。

区の魅力を更に発信し、幅広い
世代のつながりを育み、次世代に引き
継がれていく取組を進めます。

また、地域や事業者の皆様とともに
温暖化対策やまちの美化・３Ｒの推進
に取り組みます。

地域のつながりや身近な課題を地域
で話し合う場づくり等を支援し、地域
活動を支える担い手の育成に取り組み
ます。

あわせて、「かながわ支え愛プラ
ン」(第３期神奈川区地域福祉保健計
画)を地域とともに推進します。

４ 地域の力やつながりを

はぐくむまちづくり

３ 魅力にあふれ愛着が

もてるまちづくり

２ 誰もがいきいきと暮らし

続けられるまちづくり

おもてなしの区民サービス

区民に最も身近な行政機関として、基礎的な行政サービスを正確・迅速に提供し、親切・丁寧
に応対します。

チーム神奈川の推進

課題解決に向けて、「チーム神奈川」として各課が連携し、共に考え協力して取り組みます。
また、組織力を向上させるために、ワークスタイル改革に取り組み、職員がやりがいをもって、

自らの能力を発揮できる職場環境づくりを進めます。

現場主義の実践

職員一人ひとりが自らの果たすべき責任と役割を自覚し、区民の皆様と向き合い、現場主義を
実践するとともに、協働による地域づくりを進めます。

神奈川区で進んでいる
まちづくりを紹介します

東高島駅北地区の開発

横浜駅きた西口鶴屋地区
の再開発

市民病院の再整備

「相鉄・ＪＲ直通線」は令和元年
11月30日の開業に向け、準備が進
められています。開業後は、羽沢横
浜国大駅からＪＲ線の新宿方面、相
鉄線方面につながります。

また「相鉄・東急直通線」は令和
４年度下期の開業に向けて、工事が
進められています。

国家戦略特区を活用した市街地再
開発事業で、住宅・ホテル・多言語
対応の子育て支援施設・横浜駅直結
の歩行者デッキ等の整備に向けて、
令和４年度の完成を目指し、今年度
着工される予定です。

横浜駅直結の歩行者デッキは、現
在工事が進められているJR横浜タ
ワー及びJR横浜鶴屋町ビルと一体
的に整備され、東横フラワー緑道方
面への利便性が向上する予定です。

医療・健康・居住など、新しい都心にふさわし
いまちづくりを進めるため、今年度は基盤整備工
事や埋め立て工事を予定しており、令和５年度の
完成を目指しています。

現在、新病院建物の建築工事を進めており、令和２年
５月１日に三ツ沢西町に新築移転する予定です。新病院
では、手術室の増室や最新の放射線治療機器を導入する
など高度な医療を提供します。

また、個室を増やすとともに、大部屋も６人部屋から
４人部屋になり一人あたりの面積が増加するなど、療養
環境が大幅に向上します。

羽沢横浜国大駅（イメージ図）

市民病院再整備（イメージ図）

横浜駅きた西口鶴屋地区
再開発（イメージ図）

神奈川東部方面線の整備

羽沢横浜国大駅
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