港北区キャラクターミズキー

2009 年は港北区制 70 周年・横浜開港 150 周年
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平成２１年度における区政の基本目標や事業・業務の進め方などをまとめた、
「平成２１年度港北区区政運営方針」を策定しました。
今年は、横浜開港１５０周年を迎えると同時に、港北区にとっても区制７０周
年を迎える記念の年となります。
港北区の魅力である、自然や都心としての賑わい、区民の方々による活発な
地域活動などを将来へとつなげ、「これからもずっと住み続けたい」と思われる港
北区をつくっていくため、平成２１年度の区政運営にあたっての基本目標を次のよ
うに定めました。
基本目標

暮らしやすく活気にあふれる

「ふるさと港北」

．．．．．．
を区民とともにつくります。

この運営方針の策定にあたっては、港北区役所にある全ての課が議論に参
加し、基本目標を達成するために求められる港北区職員一人ひとりの仕事への
取り組み方や姿勢を示した“仕事力”について議論を深めてきました。
基本目標の達成にむけ、区民の皆さまの声に真摯に耳を傾ける力や区民の
皆さまにわかりやすく情報を発信する力など、港北区職員に求められる “仕事
力”を高めながら、平成２１年度重点推進施策をはじめとする日々の業務に取り
組んでいきたいと考えております。
区民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

港北区長
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柏崎

誠

港北区は市内最大となる 32 万人の人口を有し、出生数も年間約 3,３00 人と
市内で最も多くなっています。港北区の人口の増加傾向は今後もしばらくの間は続
くことが見込まれていますが、毎年の転出入者が５0,000 人近くいることから、
特に新たに住み始めた区民の皆さまにとって港北区が“ふるさと”として意識され
ることは難しくなっています。
一方で、区内の商工業の事業所数と従業員数はそれぞれ市内２位・３位と、都心
である新横浜地区周辺をはじめとした経済活動も活発です。
また、市内唯一の一級河川である鶴見川や市民の森など、区内には依然として多
くの自然が残されており、農業に携わる農家の数も多く、豊かな水と緑に恵まれて
います。
こうした特性を踏まえ、区民の皆さまとともに区づくりを進めていくため、平成
２１年度区政運営方針の基本目標を

．．．．．．
「暮らしやすく活気にあふれる『ふるさと港北』を区民とともにつくります。」
としました。
この基本目標について、区政運営の基本姿勢（経営面）と重点推進施策（政策面）
の２つの柱を相互に連動させながら、実現に向けて取り組んでいきます。
【基本目標と区政運営の基本姿勢（経営面）、重点推進施策（政策面）の関係】
基本目標

．．．．．．
暮らしやすく活気にあふれる「ふるさと港北」を区民とともに つくります。
重点推進施策の推進を
通じて、区政運営の基本
姿勢が着実に根付いて
いく。
Ｐ６～

港北区役所は、区民との対話や交流
を重視し、協働して区政運営を進めま
す。
また、全ての区職員は４つの仕事力
を高めながら、業務に取り組みます。

相互連動

区政運営の基本姿勢（経営面）

①聴く“力”
②考える“力”
③行動する“力”
④伝える“力”

重点推進施策（政策面）
Ⅰ

地域で支え育む、暮らしやすいまち

Ⅱ

安心して暮らせる安全なまち

Ⅲ

港北エコアクション～区を挙げた脱温暖化行動～

Ⅳ

ふるさとの魅力と活気にあふれたまち

区政運営の基本姿勢を全職員が
共有し、実践していくことで、重
点推進施策がより効果的に行わ
れていく。
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Ｐ10～

区政運営の基本姿勢（経営面）
区役所の中には様々な部署があり、それぞれ担当している業務は異なりますが、い
わゆる仕事をする上での共通の姿勢や考え方を示すものとして、一人ひとりの職員が、
「区政運営の基本姿勢」を常に念頭に置きながら、日ごろの業務に取り組んでいきま
す。
港北区役所は基本目標の実現を目指していくため、

区民との対話や交流を重視し、協働して区政運営を進めます。

全ての区職員は、区政運営の基本姿勢に基づき、次の４つの
“仕事力”を高めながら、日常業務に取り組みます。

区民が何を考え、何を求めているのかを正しく理解できるよう、区民の声に
真摯に耳を傾けていきます。

区民のために何をすべきか、どのようにしていくべきなのかを、現状に捉わ
れずに区民の立場に立って考えていきます。

区民と手を携えながら、自ら積極的に仕事や課題に取り組んでいきます。

区民の目線に立ち、必要な情報を分かりやすく伝えられるよう、丁寧な説明
と応対に努めます。

港北区のシンボルマーク
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区政運営の基本姿勢の実現に向けた主な取組
■ 区民の声の的確な把握
様々な広聴媒体を通じて区民からの提案や意見・要望を的確に把握するとともに、地域で様々な活動を
している各種団体・グループとの意見交換などを通じて、区民の声を幅広く受け止め、区政運営に活かし
ていきます。
・「区長の出前ふれあいトーク」の実施
10 回開催
・区民からの意見・提案による改善事例の公表
毎週

■ 業務改善のための積極的な取組
効率的な業務の遂行と更なる区民満足度の向上のため、区長を委員長とする「港北区改革推進委員会」
が中心となり、区を挙げた業務改革・改善を推進します。
・職員参加型プロジェクトの実施(港北コロンブスのプロジェクト)
10 プロジェクト以上
・事務処理ミス事例の情報共有

■ 窓口サービスの向上
来庁されたお客様の立場に立ち、親切・丁寧・迅速で分かりやすい応対を行い、快適にご用件をすませ
ていただける窓口をつくります。
・窓口や電話などの応対・接遇研修の実施
・窓口サービスの外部評価
５点満点中３点以上※
・庁内放送を活用した情報の共有
・「窓口サービス標準規格」を制定
全課
※民間事業者による診断基準によれば、「３点」という評価は「お客様が期待通りのサービスと感じる」程度のことをいいます。

■ 区民へのタイムリーな情報発信
行政情報をタイムリーに区民に提供できるよう、各種広報媒体の特性に応じた分かりやすく迅速な情報
発信を行います。
・広報よこはま区版を活用し、深く掘り下げたきめ細かい情報を提供
・ホームページを活用し、タイムリーに情報を提供
・「ココめ～る」など、広報媒体の特性に応じた情報提供

アクセス件数
前年比５％増
「ココめ～る」
週１回の情報発信

■ 公平・公正な事務処理の推進
転出入が多く、窓口取扱などの事務処理件数が多い中、信頼される区役所を目指して、事務処理ミスの
防止に向けた取組や公平・公正な業務遂行を目指します。
・個人情報漏えい防止のためのチェック体制の徹底
・市税納付の口座振替の推奨
新規口座振替件数
3,500 件

■ 区役所の人材育成
聴く“力”、考える“力”、行動する“力”、伝える“力”の４つの仕事力が備わった職員を育成するため、
研修を実施し、職員の能力を高めます。
・人材育成ビジョンの改訂
・配転者・新採用職員研修の実施
・接遇研修の実施（再掲）
、危機管理研修、人権啓発研修の実施

■ 地域力の強化
行政と区民が協働して地域の課題を解決するため、地域力の強化に向けた仕組みづくりを行います。
・地域の状況を横断的に把握・共有するため、
「地域力推進会議」を設置
・地域活動を支援する「地域力支援チーム」を編成
・積極的に地域課題の解決に向けた活動に取組む事業をモデル的に支援
２地区
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課

区民の皆さまへ的確な対応ができる意欲的な職員を育成し、より一層、区民満
足度の向上に努めます。また、職員仕事満足度の向上を目指して、働きやすい職
場、明るい職場環境づくりを進めます。

区 政 推 進 課

区民ニーズや地域の状況を的確に捉え、区政運営の推進に当たっての総合調整
機能を発揮できるよう、積極的に地域や現場へ赴き、オープンな議論を通じて互
いの顔が見える関係を築き上げていきます。

地 域 振 興 課

・区民の皆さんと一緒に区制 70 周年の記念イベントを盛り上げます。
・地域の課題を区民の皆さんと一緒に発見し、解決していくために地域の情報・
データの集積を図ります。
・定額給付金の配布などに伴う「振り込め詐欺」の撲滅を目標に警察と協力して
啓発活動を行います。

総

務

戸

籍

課

来庁されたお客様が気持ちよくご用件を済ますことができるよう、
・窓口及び電話の応対は、傾聴し、親切・丁寧に分かりやすい説明に努めます。
・個人情報保護及び事務処理ミス防止のため、啓発・研修に努めます。
・関係法令・専門知識の習得と最新情報の入手により、円滑な事務処理に努め
ます。

課

適正かつ公平な事務処理と効率的な賦課徴収体制の整備を進め、市民の皆様か
ら信頼される税務行政の推進、市税収入の安定確保と税負担の公平の実現及び職
員の仕事力の向上・人材育成に取り組みます。
２１年度から実施される横浜みどり税や公的年金からの特別徴収に的確に対
応するために、市民の皆様へ十分な広報を行い、適正な課税事務を実施するとと
もに、口座振替の推進や滞納対策の早期着手に取り組み、市税徴収額のアップを
図ります。また、小学生を対象にした租税教室を開催し、税に関する普及啓発に
取り組みます。

室

コンプライアンスや事故防止、信頼性の確保などの観点から適正な予算執行や
会計事務を確保するため、日常的な経理担当者への助言・指導を強化するととも
に、総務課と共同し会計経理研修を行い、また内部会計事務検査を実施すること
により、各職場の会計経理に対する意識の向上を図ります。

福 祉 保 健 課

・地域の福祉保健に関する課題を、区民と協働して解決していきます。
・地域福祉保健計画の推進と次期計画に向けた評価に取り組むとともに、地域力
推進担当と連携調整を図っていきます。
・豊かな人生を送るための健康増進への支援事業を実施(離乳食講習会、禁煙相
談など)します。
・新型インフルエンザ対策をはじめ、健康危機発生時の迅速適切な対応を図りま
す(健康危機管理体制の明確化)。
・医療救護拠点の運営委員への研修を実施します。

生 活 衛 生 課

食品・医薬品・飲料水・居住環境などに関する衛生上の危害を防止するため、
飲食店、理・美容所等の各種許認可調査、衛生監視、検査等を実施するとともに、
的確な市民相談対応に努めます。
また、犬猫等の適正飼養を推進し、動物愛護の啓発を図り、セミナー等を開催
します。
食中毒等の健康危機発生時には、迅速・的確に対応し、原因究明、被害の拡大・
再発防止を図ります。特に、新型インフルエンザ等の感染症対策を福祉保健課と
連携して実施します。

税

区

務

会

計
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高齢・障害支援課

ご高齢の方、障がいのある方も地域で安心して暮らせる「ふるさと港北」をめ
ざします。
・相談に来られた区民に対して、親身になって対応し適切な情報を提供します。
・介護や認知症などに対する地域の予防活動を積極的に支援します。
・障がいに対する区民の理解を深め、障がい者の地域での生活を支援します。

こども家庭支援課

「誰もが子育てしやすい環境づくりに努めます」
・育児不安の解消を図るとともに、児童虐待の防止に向けた支援を行います。
・区内認可保育所の地域子育て支援機能等を拡充します。
・区民が利用しやすいよう、窓口サービスの向上に努めます。
「個人情報を適正に取り扱います」
・職員への研修・啓発等を通じ、事務処理ミスを防止し、個人情報の保護に努
めます。

公 立 保 育 園

・保育指針に基づいた保育の実践・自己評価を行い職員が連携して保育の質を高
めていきます。
・危機管理意識を持ち、ヒヤリハット情報の収集など、事故防止に努めます。
・港北区内の生産者との連携で、地産地消の取り組みや食育の推進を行います。
・区内私立保育園と連携して『わくわく子育て広場』を開催したり、各保育園で
育児支援の充実をはかります。

保

課

・生活保護制度の的確な実施と、ホームレス巡回相談等により、安全網を充実さ
せます。
・明るく懇切丁寧な対応に努め、相談しやすい窓口づくりを目指します。
・レイアウト変更などによりプライバシー保護の充実に努めます。
・生活保護制度を判りやすく周知することにより、被保護者を含む区民の正しい
理解を進めます。

保 険 年 金 課

・保険事業健全化のため、目標(国民健康保険料の収納率 89％)の達成を目指し
ます。
・「保険年金課窓口サービス標準規格」に基づき、お客様の様々なニーズに的確
に応え、窓口サービスの品質を向上させます。
・職員一人ひとりが専門知識の習得に努め能力向上を図ります。
・窓口サービスのプロフェッショナルとしての誇りを持ち、より働き甲斐のある
職場づくりを目指します。

港北土木事務所

区民の要望、地域ニーズや工事への対応等において、実行ｓｐｅｅｄ、調整ｓ
ｐｅｅｄ、説明ｓｐｅｅｄの３Ｓアップを基本姿勢として取り組みます。

護
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重点推進施策（政策面）

Ⅰ

地域で支え育む、暮らしやすいまち

子どもから高齢者、障がいのある人もない人も、誰もが暮らしやすいまちを目指し、地
域で支えあう福祉の環境づくり・仕組みづくりを進めます。

現状・課題
港北区の 65 歳以上の高齢者人口は約５万人と市内で２番目に多く、区民の
約 20％が高齢者という地域もあります。将来人口推計によると 20 年後には
区民の２割が高齢者になると推計されています。住み慣れた地域でいつまでも
健康で生き生きと暮らしていけるよう、仕組みづくりを充実させる必要があり

（％）
20
18
16
14
12
10
8

ます。
一方、港北区では市内 18 区で最も多い 3,300 人を超す新生児が生まれて
います。区内で生まれる新生児の約半分が第一子ということもあり、孤立感や

町別老年人口割合

育児不安を抱えている人も少なくありません。子育て不安の解消に向けたネッ
トワークづくりや子育て情報のきめ細やかな提供など、子育て家庭を地域で支
えていくことが必要です。
また、精神障がい者や心の病を持つ方ひとりひとりが地域の中で安心して自分ら
しい生活が送れるよう、相談体制や情報提供を充実させていくことが必要です。あ
わせて、昨今の経済状況の影響で増加が懸念されるホームレスの自立支援が求めら

港北
3,320
青葉
2,833
戸塚
区別出生数 2,672
(平成 20 年中) 鶴見区
2,661
都筑 神奈川
1.985 2,132

れています。

重点項目・主な取組
■

港北ＦＦＦ(ふるさと・ふれあい・ふくしの輪)地域福祉保健計画推進事業
目標

地域提案型区民協働事業

目標

区民フォーラムの参加者

【福祉保健課】

新規事業 ５、継続事業 ８
400 人

健康づくりや子育て、防災・防犯活動、交流づくりなどの地域に身近な生活上の課題に取り組む事業を
募集し、費用の一部を助成します。職員を中心に構成される 13 地区支援チームが地区の活動を継続的に支
援するほか、区民の交流・情報交換の場として区民フォーラムを開催します。また、地区の代表者や有識
者で構成される推進連絡会を開催し、取組の振り返りや次期計画（平成 23～27 年度）に向けた取組方法
を検討します。
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■

港北にぎやか支え合い作戦
目標

認知症予防プログラム参加者数

目標

介護予防支援の参加者数

【高齢・障害支援課】

１２０名
３，８００名

認知症予防、虐待予防、介護予防を高齢者支援の３つの柱と位置づけ、地域の全員が参加して支え合い
ながら、高齢者の方々がいつまでも生き生きと元気に生活を送ることができるような取組を進めます。
に 認知症予防：認知症予防に関する講演会や脳を活性化するためのプログラムを
○
実施します。
ぎ○
や 虐待予防：高齢者虐待防止連絡会を開催し、虐待予防をはじめとする見守
○
り体制の基盤づくりをそれぞれの地域で進めていくほか、介護者への支援として
セミナーを実施します。

▲介護予防教室

か 介護予防：地域ケアプラザや町内会等と協力して、高齢者に身近な場所で健康づくりや介護予防の教室
○
を開催します。また、区民が自主的に行っている介護予防活動の支援を行います。

■

地域における離乳食講習会
目標

【福祉保健課】

講習会受講者数

延べ１，０００人

子どもの健全な発育とすこやかな母子関係を育む上で重要となる第一子の離乳期の支援として、最新の
離乳食の情報提供や調理実演・試食などを行う離乳食講習会を開催します。区内４つの地域ケアプラザで
実施することで、居住地域とのかかわり合いの機会を増やし、子育て期になおざりにされがちな親の健康
づくりについても情報を提供します。

■

港北元気っ子事業
目標

【こども家庭支援課】

「ココめ～る」登録者数

１，５００人増（２０年 4,122 人）

子育て家庭と地域をつなぎ、子育て当事者の育児力及び支援者の支援力の向上を目的に、子育て当事者
や支援者等で構成される「子育てネットワーク会議」を開催するほか、２つの分科会活動「子育て拠点と
しての公園活用」「子育て応援マーク作成・活用」を支援します。また、子育て応援メールマガジン「ココ
め～る」において、子育てに関するイベント等の役立つ子育て情報をタイムリーに配信します。

■

精神障がい者の支援
目標

【高齢・障害支援課】

ほっとタイム等運営事業参加者数

延べ２５０名

精神障がい者や家族が予防的・懇談的な相談をしたり、情報提供を受ける機会を提供します。また、精
神障害者生活支援センターの開所（６月１日）に向け、利用者にとって利用しやすい施設となるよう関係
機関と連携し、精神保健への理解を深めるための講演会を実施します。

■

ホームレス巡回相談
目標

【保護課】

屋外生活からの脱却者数

２５名

ホームレスの方たちが屋外生活からの脱却をはかり、健康の回復や経済的に安定した生活を送るため、
民生委員等の関係部署と協力し、ホームレス巡回相談を行い、ホームレス自立支援施設等への入所を促し
ます。また、安全網としての生活保護の適切な制度運営に努めるとともに、自立に向けた就労支援を行い
ます。
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安心して暮らせる安全なまち

Ⅱ

重点推進施策（政策面）

いつ発生するか分からない犯罪や災害に備えるため、行政・地域・団体等が連携して
日頃からの防犯・防災対策に取り組むとともに、発生時に大きな影響が予想される感染
症対策に取り組み、安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。

現状・課題

自販機荒
し
3%

街頭犯罪発生件数は年々減少傾向にありますが、依然として市内で最多

ひったくり

です。特に窃盗犯（自転車盗難やひったくり、空き巣など）の事件が発生

部品盗
5%

件数の 75%を占めています。また社会問題化している振り込め詐欺被害

車上ねら
い
7%

件数も市内で最も多く発生しています。

その他
16%

約４割が
自転車等盗

4%

侵入盗
13%

万引き
12%

放置自転車が多く、通勤や通学での利用の多い日吉・綱島駅をはじめ、
歩道が狭い大倉山駅や菊名駅などでも通行障害や安全歩行の妨げとな

【区内窃盗犯罪の内訳】

1200
件
1000
800

っています。窃盗犯の４割を自転車等盗（1,124 件/H20）が占める

600
400

など、放置自転車対策も急務となっています。

200
0
日吉

また、区民意識調査（H20）によると、災害への備えを「特にして

綱島
18年度

いない」人が約３割いるなど、啓発にさらに力を入れる必要があります。

大倉山

19年度

20年度

【区内主要駅の放置自転車台数の推移】

東京都心に近いことから、生産労働者の多くが区外へ流出しており、昼間に災害が起きた場合の対応も
課題となっています。区内の高齢者数は増え続けており、高齢単身世帯も 20%を超すなど増加を続けてお
り、災害時の要援護者の支援体制の整備が急がれています。
50

特に何もしていない

（％）

（千人）
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その他
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【平成 20 年度港北区区民意識調査 災害に備えて準備していること】
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Ｈ15

Ｈ17

Ｈ19

（年）

【高齢者数と高齢者単身世帯の割合】

既に国内発生が確認され、世界的な大流行（パンデミック）が懸念さ

年度

れる新型インフルエンザ対策や、社会的に関心の高い食の安全やノロウ
イルス、食中毒の防止に向けた取組が求められています。

市内
15
16
17
18
19

区内発生件数

23
27
28
19
32

2
0
0
0
2

【食中毒発生件数】

重点項目・主な取組
■ 港北ＡＡＡ（安全で安心な明日を）地域防犯力向上作戦
目標

街頭犯罪発生件数

前年比８％減（２０年

【地域振興課】
３，７６５件→２１年 ３，４６４件）

防犯協議会の設立支援等、地域や学校の防犯活動へのサポートを強化、地域・学校・企業・警察など
多様な主体と連携して、犯罪発生件数の対前年比８％減を目指します。
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犯罪発生件数の最も多い自転車盗難や、依然被害の減らない振り込め詐欺の被害を防止するため、防
犯メールや警察署からの情報発信に加え、地域と連携した防犯キャンペーン・防犯パトロールや町内会
館での啓発講座等を実施し、防犯意識の向上をはかります。

■

放置自転車対策の推進
目標

【地域振興課】

区内の放置自転車台数

前年比５％減（20 年

２，４４８台→21 年 ２，３２５台）

区内で最も放置自転車台数の多い綱島、日吉駅を始めとする区内４駅（大倉山、
小机）で、区民ボランティア（30 人）による放置自転車防止監視活動を実施しま
す。合わせて、区内５駅において、放置自転車防止監視員による放置禁止の呼びか
けや駐輪場の誘導などを実施し、放置自転車台数の減少を目指します。

■

▲ストップし隊

災害時要援護者の支援
目標

【総務課、福祉保健課、高齢・障害支援課】

災害時要援護者支援対策を行う地区数

４地区以上

災害時要援護者の避難支援体制を早急に整備するため、地域での要援護者情報の把握・名簿作成などを
支援します。昨年度モデル地区として災害時要援護者名簿を作成した３地区の支援だけではなく、新たに
４地区以上と協定締結を行い、災害時要援護者名簿を作成します。
※災害時要援護者…高齢者や障害者・子どもなど、大地震などの災害時に自力での避難が困難で、支援が必要な人です。

■

地域と中学校による防災訓練
目標

【総務課、地域振興課】

中学校参加型防災訓練を行う地域防災拠点数

９拠点以上

地域や学校の協力を得て、災害時の被災者支援の担い手として期待されている中
学生の多くが、地域主催の地域防災拠点の防災訓練に参加できるよう積極的に支援
します。また、区内全９校に対して防災啓発講座を開催し、中学生の防災意識の向
上を図ります。
▲中学生が参加した防災訓練

■

新型インフルエンザ対策
目標

【福祉保健課・生活衛生課】

港北区新型インフルエンザ対策行動計画の再検討

改定

新型インフルエンザの発生に伴う対策については、平成 20 年度に策定した「港北区新型インフルエ
ンザ対策行動計画」に基づいて行っておりますが、今回の国及び市の「新型インフルエンザ対策」も参
考としながら、内容について再検討を図り、より実効性・具体性を盛り込んだ改定を進めます。

■

食中毒の防止や食の安全への理解の促進
目標

身近な健康情報の提供

目標

食品衛生セミナーの参加者数

【生活衛生課】

月１回以上
参加者３０名以上

インフルエンザやノロウイルスなどの感染症や食中毒、住まいの衛生などの身近な健康情報を区民の
みなさんの目に止まりやすいよう区庁舎トイレや区民利用施設等で提供します。また、食中毒の防止や食
の安全への理解を深めるため、生産者、提供者、消費者を含めた意見交換（食のリスクコミュニケーショ
ン）を推進するセミナー等を１０月に開催します。
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Ⅲ

重点推進施策（政策面）

港北エコアクション※～区を挙げた脱温暖化行動～

全てのCO2排出主体が自らの活動や生活を省み、自主的・主体的に脱温暖化行動に取
り組んでいけるよう、区役所及び区民・事業者が協働して区を挙げた脱温暖化行動を推
進していきます。
※港北区では、区内で行われる環境行動を「港北エコアクション」と称します。

現状・課題
区内の緑被率※は、宅地化などによる緑地の減少により市の
減少率を上回るペースで減少しています。
※緑被率…緑の総量を把握する方法の一つで航空写真によって上空か
ら見たときの緑におおわれている土地の割合をいいます。

また、夏季における平均気温分布を見ると、市内陸部よりも

40
（％）
35
30
港北区

25

横浜市

20

H4

高い気温を記録しています。これは都心部の気温が郊外部に比

H9

H13

H16

【緑被率の比較】

べて高くなるというヒートアイランド現象と呼ばれ、市街化の
進展や大規模な緑地等の減少による蒸散効果の減少、建物の排
熱の増加などによるエネルギー使用の増大などが原因と考えら
れています。
区民意識調査によると、地球温暖化について「関心がある」
「ある程度関心がある」区民は９割を超しており、
「冷蔵庫やテ
レビ、照明をこまめに消す」（約８割）「徒歩・自転車・公共交
通の利用」（約 5 割）など、身近な温暖化対策に取り組んでい

【夏季の平均気温
分布図 H20】

る様子が伺えます。

これらの取組をますます広げ、より多くの方に取り組んでもらえるよう進めていく必要があります。
区内のごみ排出量は区民の皆様の取組により、平成 20 年度は平成 13 年度実績に比べ、34.8％の
減量を達成することができました。今後も人口が増え続けていくことが見込まれる中にあって、引き
続きごみを減らしていくために、転入者向けの普及啓発活動や、ごみ発生抑制への取組を行っていく
必要があります。
0
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40
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80
％

冷蔵庫やテレビ 、照明を こまめに消す

90,000 トン
80,000
70,000

徒歩・自転車・公共交通の利用
マイ バッグで買い物している

60,000

省エネルギー型の家電製品を 利用している

50,000

ごみを 出さないことを 心がけている

34.8%減

40,000

環境に配慮した商品を 購入する

30,000

自家用車を 所有せず、公共交通を 利用する
住居に断熱効果を 高める 仕様を 取りこんでいる

20,000

低公害、低燃費の自動車を 所有している

10,000

特に何もしていない

0

太陽熱温水器や太陽光発電を 使用している

H13

その他

H14

H15

H16

H17

H18

【港北区内ごみ量】
【平成 20 年度港北区区民意識調査 温暖化対策で取り組んでいること】
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※H20 実績は速報値となります。

H19

H20

重点項目・主な取組
■

緑のカーテン５００作戦
目標

【区政推進課】

緑のチャレンジャー登録者数

延べ５００名以上（20 年 260 名）

身近に取り組める脱温暖化行動である建物の壁面緑化
（緑のカーテン）に取り組む区民（緑のチャレンジャー）
からの登録を受け付け、専門家による各地区センターや区
庁舎等で緑のカーテン栽培講座の開催や、区民利用施設や
各駅頭での「緑のカーテンの手引き」の配布などの支援を
行い、広く区民の参加を呼びかけます。
▲緑のカーテンの様子
▲冊子「緑のカーテンづくり」

■

低公害車「プラグイン・ハイブリッド自動車」の導入
目標

【総務課】

低公害車導入によるＣＯ２ 排出量の削減

０．５トン

環境に優しい未来型の低公害車「プラグイン・ハイブリッド」を公用車として導入することで、ガソリ
ン燃焼による CO2 排出の削減を図ります。また、車へのロゴ、広告の掲載やイベント啓発活動を地域企業
と協働で行い、環境に優しい低公害車の普及啓発に取り組みます。
※0.5 トン

■

約 200 リットルのガソリン（約４か月分）で発生するCO2量です。

150 万本植樹行動の推進
目標

【区政推進課、地域振興課、子ども家庭支援課、土木事務所】

区内の植樹本数（民有地緑化除く）

５，５００本

公園・道路における緑化の拡充など公共緑化を推進するとともに、イベント等での苗木配布・人生記念
樹の配布拡大や、個人・企業への植樹行動への参加の呼びかけを通じて、区民・行政・企業等との協働に
より、引き続き「150 万本植樹行動」の取組を進めます。

■

Ｇ３０行動の推進
目標

【地域振興課】

家庭ごみ量

３５％削減(対 13 年度比)

市の減量目標 35％（対 13 年度）達成に向け、分別不徹底地区などに対してごみの取り残しによる啓発・
指導や、サラリーマンや学生を対象とした夜間駅頭啓発、区内の大規模店舗及び区民ボランティア「エコ・
サポーター」と協働で行うマイバッグキャンペーンの実施などにより、より一層の分別の徹底を図ります。

■

区民とともに実践する『港北エコアクション』の推進
目標

環境啓発イベントの実施

【区政推進課、地域振興課】

年２回

区民・事業者の代表及び区役所で構成される「港北区地球温暖化対策推進協議
会」が主体となり、イベントの開催等を通じて、区民や各種団体に対して環境行
動の普及啓発を図ります。環境にやさしいイベント実施のため、ガイドラインを
制定し、ごみゼロの徹底やリユース食器の活用など、環境負荷の軽減に配慮した
運営を実践します。

▲ 横 浜 市 脱 温暖 化 行 動
イ メ ー ジ キ ャラ ク タ ー
「みんなのアース君」
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Ⅳ

重点推進施策（政策面）

ふるさとの魅力と活気にあふれたまち

港北区制 70 周年・横浜開港 150 周年を迎える今年を、区民が「ふるさと港北」の
魅力を再発見し未来に向けた活力を生み出していくための絶好の機会と捉え、世代や
地域の枠を超えた港北区全体の一体感の醸成に取り組んでいきます。

現状・課題
港北区は 1939 年（昭和 14 年）に人口５万人あまりの区として誕生しましたが、現在では 32 万人
と市内最大の人口を有する区となり、今年港北区制 70 周年を迎えることとなりました。
港北区は年間で５万人近い転出入があり、中でも若年世帯の転入が多く、ふるさと意識や地域とのつな
がりが薄くなりがちです。一方で、区民意識調査によると「港北区に住み続けたい」区民の割合は、７割
を超しており、定住志向の強さが分かります。住み続けたい理由として、「交通が便利」（58％）や「昔
から住んでいるから」
（46％）などに加え、４割の方が「緑や自然が多いから」と答えています。都市に
共存する自然や地域資源を守る取組が必要とされています。
また、地域活動については、区民の約半数が盆踊りなどの行事や防災訓練、清掃・美化活動や資源回収
などに参加したことがあるなど活発です。これから参加したいものでは美化活動や緑化・環境整備活動、
文化や福祉活動などが挙げられ、区民への地域活動への意欲の高さが伺えます。
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地域活動及び意欲】

★ 港北区制 70 周年記念イベント ★
◆フラッシュダンス記念ステージ(４月 12 日)県立青少年センターホール
区内中高生がダンスユニットを結成、プロの振付師のレッスンを受け、記念ステージで披露します。
◆中学生ジャズコンサート「ドリームスペシャルジャズサウンド」(５月 10、16 日)赤レンガ倉庫、港北公会堂
プロのジャズ奏者のレッスンを受けた中学生がコンサートのためのオリジナル曲「みらいに向かって」
を披露します。
◆出張！なんでも鑑定団（７月５日）港北公会堂
港北区の郷土で代々伝わる貴重なお宝を発掘！区民参加のイベントで区制 70 周年をアピールします
◆フェスタ・ムジカーレ港北（９月６日）みなとみらいホール
公募による区民合唱団と区民交響楽団による記念コンサートを実施します
◆港北区制 70 周年記念式典、光のメッセージ・ステンドグラス披露（９月 13 日）港北公会堂
横浜マイスターの指導のもと親子が作成した作品を記念式典にて除幕し、区庁舎に掲示します
◆ふるさと港北ふれあいまつり（10 月 17 日）新横浜駅前公園
区制 70 周年ファイナルイベントとして実施します。
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重点項目・主な取組
■

港北区制 70 周年・開港 150 周年記念事業
目標

【総務課、地域振興課】

記念イベントへの総参加者数

２０万人

港北区制 70 周年・横浜開港 150 周年という記念すべき年を区民全体で盛り
上げ、
「ふるさと港北」づくりの絶好の機会とするため、区民と区役所が協働して
各記念イベントを実施します。
また、区民のみなさんから提案いただいた 15 のアニバーサリー提案事業に対
▲光のメッセージ

し、助成金の交付などの支援を行い、区民全体の一体感を高めていきます。

■

区民活動の支援
目標

【地域振興課】

区民活動支援センター利用件数

２，０００件

３月に開設した区民活動支援センターにおいて、活動の相談やコーディネート、機材や会議室の貸し出
しなどを行い、区民の自主的な地域活動や学習活動を側面的に支援します。
また、生涯学習・区民活動団体の情報を掲載した情報誌や、様々なイベントや
区の歴史情報が掲載されている月刊情報紙「楽・遊・学」を発行するとともに、
様々な知識や経験・技能を団体やサークルなどに教える区民ボランティア「まち
▲区民活動支援センター

の先生」ガイドブックの更新を行います。

■

ハマロードサポーター・公園愛護会
目標

【土木事務所】
▲区民活動支援センター

新規団体の設立

７団体

身近な道路、公園の清掃や美化活動を行う区民ボランティア団体の育成を図り、新たな団体の設立にむ
け地域への働きかけを行います。また、用具や資材の提供など活動の支援を行うとともに、11 月には、
「公
園愛護のつどい」を開催します。

■

地産地消の推進
目標

【区政推進課】

親子で参加する料理体験教室

４０名参加

食の安全への関心が高まるなか、生産者と消費者との顔の見える関係づくりや港北
農業への理解を深めてもらうため、区内で農業を営む生産者などの情報を掲載したパ
ンフレットの発行や、野菜の収穫から調理までの一連の流れを体験できる親子で参加
する料理教室の開催を行います。また、直売所での給食の食材調達などを通じて、区
▲料理教室

内の保育園児と生産者とが直接ふれあう機会をつくります。

■

港北
目標

水と緑の学校

【区政推進課】

講座の参加した小学生が「ふるさと港北を大切に思い、自然を守りたい」と答えた割合

９０％以上

港北区の最も身近な自然である鶴見川などを対象に、小学生や地域の方々が参加する生きもの観察会や
クリーンアップを実施し、ふるさと港北への愛着を深めるきっかけづくりを行うとともに、その観察・調
査結果を区庁舎にて展示し、区民向けの PR を行います。
また、太尾小学校の屋上緑化において、小学校と地域、区役所が連携し、日々の維持・管理を行います。
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港北区で行われる主な事業
区役所は、地域に最も身近な行政として、区民の皆さんから寄せられた要望等を基に、関係局等に事業
の実現に向けて働きかけています。21 年度予算に計上されたもので区内で行われる主な事業を紹介します。

福祉・子育て
■ 特別養護老人ホームの整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図①
21 年度は新吉田町に「新吉田」
（入所 100 床＋ショートステイ 20 床）を、22 年度には新吉田町に
「(仮称)支えあいの家」（入所 90 床＋ショートステイ 10 床）を開所する予定で整備を進めます。
■ 精神障害者生活支援センターの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図②
在宅の精神障がい者の方が地域で安定した日常生活を送るための支援を行う精神障害者生活支援セン
ターを総合保健医療センター（鳥山町）内に６月に開所します。
■ 保育所の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図③
篠原町に認可保育所（予定：22 年４月開所、定員 45 名程度）を、新たに整備します。

鉄道・道路
■ 神奈川東部方面線整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図④
相鉄・東急直通線（「羽沢駅（仮称）～新横浜駅（仮称）～新綱島駅（仮称）～日吉駅」）については、
環境影響評価や都市計画決定手続を進めるとともに、駅周辺交通基盤施設などの検討も併せて行います。
■ 横浜環状北線及び関連街路の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑤
横浜環状道路の北側区間（第三京浜道路港北インターチェンジと首都高速横浜羽田空港線生麦ジャン
クションを連結する区間）である横浜環状北線（新横浜立坑、換気所）と関連街路（長島大竹線）の工
事を引き続き進めます。

■ 都市計画道路の整備
川崎町田線（新羽十字路～大竹バス停付近）・宮内新横浜線（高田駅前～新吉田南交差点）・横浜上麻
生線（小机駅南口駅前広場）では用地取得、新吉田線（第三京浜道路都筑インターチェンジ～宮内新横
浜線）では設計等、東京丸子横浜線（仲の谷交差点～日吉駅前）では用地取得や工事を行います。

■ その他の道路等の整備
○ 最寄り駅まで 15 分道路整備事業
横浜生田線（新羽町南台町バス停付近）などの用地取得を進めるほか、新たに綱島 228・243 号
線（樽綱橋～環状二号線）及び師岡第 116 号線（師岡町交差点付近）の事業化を進めます。
○ 人にやさしい（バリアフリー）歩行空間整備事業
「横浜市新横浜駅周辺地区道路特定事業計画（18 年度策定）」に基づき、横浜アリーナ前、新横浜中
央通りについて、歩道のバリアフリー整備を進めます。
○ すず風舗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑥
ヒートアイランド対策の一つとして、舗装表面の温度上昇を抑制するすず風舗装（保水性舗装）を、
新たに日吉中央通り（日吉本町一丁目）で実施します。
○ 水流 （つる） 踏切の拡幅工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑦
車両通行の利便性や歩行者の安全性の向上のため、拡幅への要望が多かった JR 水流踏切道につい
て、歩道の再整備を行います。

まちづくり
■ 菊名駅におけるバリアフリー化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑧
JR 横浜線菊名駅と東急東横線連絡通路西口のバリアフリー化について、JR 横浜線菊名駅の駅舎改良
の検討に合わせ、JR 東日本・東急電鉄と協議し、早期の整備を目指します。
■ 綱島駅東口地区のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑨
綱島駅東口地区まちづくりについては、昨年発表された相鉄・東急直通線（神奈川東部方面線）計画
を契機として、この計画との整合を図りながら、検討を進めます。
■ 新横浜駅南部地区のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑩
地域の皆さんと行政の「協働によるまちづくり」を引き続き進めていきます。
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■ 自転車駐車場の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑪
放置自転車を防止し、歩行者の安全と良好な生活環境を確保するため、新たに高田駅前に自転車駐車
場（175 台）を整備します。

■ 浸水対策の強化
鶴見川流域の市街地の浸水対策のため、引き続き新羽末広幹線や新横浜駅前第二幹線、北綱島第二幹
線の整備を進めます。また太尾支線の整備に着手するとともに、北綱島支線の供用を開始します。

みどり・環境
■ 運動公園の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑫
鶴見川多目的遊水地を兼ねた水辺の自然とスポーツ・レクリエーション施設を有する新横浜公園の整
備を引き続き進めます。今年度は第 3 レストハウス等の整備を行い、第２運動広場が供用開始予定です。
■ 特色ある公園の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑬
港北区の名所として地域で親しまれてきた菊名桜山公園を、八重桜の樹林を活用した、風致公園とし
て整備します。今年度は、北側エリアの園路広場等の整備を進めます。

■ 街区公園の改修
宮の原第二公園（新吉田町）、高田寺谷戸公園（高田西四丁目）、仲手原一丁目公園及び下田町第三公
園（下田町五丁目）の再整備改良事業を行います。

■ 新田緑道の延伸
水路跡地の有効な利用方法として新田緑道の整備を進めます。

施設
■ 港北区総合庁舎耐震補強工事
20 年度に引き続き、港北区総合庁舎において、来庁者及び職員の安全を確保するとともに、災害時の
重要拠点としての耐震性能を向上させるため、耐震補強工事を行います。
■ 菊名地区センターの再整備の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地図⑭
耐震補強やバリアフリー対策のため、菊名地区センターの再整備に向けた基本計画を策定します。

① 特別養護老人ホームの整備
⑥

② 精神障害者生活支援センターの整備

⑪

③ 保育所の整備
④ 神奈川東部方面線整備事業
⑤ 横浜環状北線

①

⑥ すず風舗装（日吉中央通り）

⑨

⑦ 水流踏切の拡幅工事
⑧ 菊名駅におけるバリアフリー化の推進
⑨ 綱島駅東口地区のまちづくり
⑩ 新横浜駅南部地区のまちづくり
⑫
⑦

②

⑧
⑩
③

⑪ 自転車駐車場の整備（高田駅前）

⑭

⑬

⑫ 運動公園の整備（新横浜公園）
⑬ 特色ある公園の整備（菊名桜山公園）

⑤

⑭ 菊名地区センターの再整備

④
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