
平成30年度　緑区運営方針　期末振り返り

基本目標

１　安全・安心なまち

災害に強いまちづくり

主な事業・取組 主な達成状況など

地域防災力の向上

・地域防災拠点で、備蓄資機材保守点検・修繕（全22拠点、年２回）、発電
機取扱講習会（４拠点）、灯油式かまど（2拠点）、図上訓練等支援（7回）を
実施
・９月と１月に危機管理研修及び区本部運営訓練を実施
・９月に医療救護隊の参集・活動訓練及び研修、保健活動グループ訓練を
実施
・11月に帰宅困難者一時滞在施設等と連携し連絡会・意見交換会を実施
・２月に災害医療連絡会議を開催
・３月に防災講演会を実施（参加者約380人）

防災・減災に関する
情報発信

・小学校での減災マップ作りワークショップ（6校）を実施
・10月に災害時医療のぼり旗掲出訓練を近隣４区と同時実施

１ 安全・安心なまち
災害に強いまちづくりに向けて、小学校での減災マップ作りワークショップや地域への防災出前講座等、

幅広い世代に向けた防災・減災啓発、ペットの防災対策の普及啓発等を行うとともに、食の安全や感染症
予防等に引き続き取り組みました。また、バス通りの歩行者空間等整備や通学路の安全対策、交通ルール
の啓発活動、街路樹の植替え等により、安全・安心な環境づくりを進めました。

３ みどりの魅力あふれるまち
緑区制50周年に向けて、2019年１月からは、アニバーサリーイヤーとしての取組が始まりました。また、

豊かな自然や歴史的財産、活力ある都市農業や商業、スポーツ・文化・芸術活動など、緑区の魅力をさら
に高めるとともに、様々な機会を通じて広く発信しました。
地域とともにまちづくりを考えるため、連合自治会単位での「みんなで地域を考える会」の開催や、まちづ

くり協議会等への支援を行いました。また、地域での活動拠点開設への支援、区内施設の連携強化等、地
域活動の推進に向けた取組を行いました。

２ いきいき暮らせるまち
「第３期緑区地域福祉保健計画 みどりのわ・ささえ愛プラン」の各目標の実現に向けて、地域と協働して

取組を進めたほか、地域包括ケアシステムの構築、子育て支援、障害者の社会参加支援、生活にお困りの
方への支援等、誰もが安心して暮らし続けられるための取組を行いました。また、ウォーキング事業や、体
験型食育講座等、生涯にわたる健康づくりのための事業を実施しました。

平成30年度は、区民の皆さまが大切にしてきた緑区を、子ども達や、地域の新たな担い手を

はじめとする「次世代」に引き継ぐための事業に広く取り組みました。また、区制50周年に向け

「緑区制50周年記念事業実行委員会」で記念事業を検討し決定、区民の皆さまとともに節目

の年をお祝いする取組を始めました。

区民の皆さまに信頼される区役所として、適切・丁寧な窓口対応に引き続き努め、子育て支

援、高齢者・障害者支援等、区役所が行う基本的な行政サービスを着実に行いました。また、

地域の皆さまと協働で、安全・安心・魅力あふれるまちを目指して、様々な課題への対応に取

り組みました。

主な事業の取組状況は以下のとおりです。

医療のぼり旗掲出訓練
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・営業者・区民を対象に食品衛生講習会等（15回、参加者864人）を実施
・８月に食中毒予防パネル展、イベントでの正しい手洗い方法の講習（3回、
参加者251人）を実施

安全・安心な環境づく
り

ペットのしつけの普
及啓発

・犬のしつけ方教室を実施（参加者　延べ53人）
・地域防災拠点運営委員向けペット同行避難啓発講演会を実施（1回）
・地域防災拠点等で、ペットの防災対策の普及啓発を実施（7回）

身近な環境衛生の向
上

・８月に市民の森で昆虫観察会を実施（参加者21人）
・10月に衛生害虫等注意喚起のパネルを展示、啓発クリアファイルを配布
（100部）

・防犯パトロールグッズ（帽子、のぼり旗等）を提供（延べ121団体）
・区内４駅等で振り込め詐欺と自転車盗難防止キャンペーンを実施
・８月に親子向け防犯ワークショップ（参加者44人）、11月に防犯リーダー養
成講座（参加者39人）を実施

防犯活動の推進

２　いきいき暮らせるまち

暮らしの衛生の推進

・１月に高齢者向け交通安全・防犯教室を実施（参加者251人）
・自転車マナーアップキャンペーン（５～６月、３月）を実施

・北八朔地区尾根道等に歩行者空間を整備
・小学校（16校）の通学路安全対策を実施
・梅田川一本橋めだか広場での休憩広場整備（1月）
・環状4号線のサクラの植替え（3月）

交通安全の意識向上

道路・下水道・河
川・公園等の管理・
改良

わかりやすい情報提
供と施設への支援

主な事業・取組

子どもたち向けの社
会体験イベントの実
施

・８月に緑区役所、関係機関、区内企業が参画し、「子どもアドベンチャー
2018」緑区会場を実施（参加者約550人）
・12月に子ども向けのワークショップイベント「冬のたからものづくり」を実施
（参加者約750人）

主な達成状況など

「みどりのわ・ささえ
愛プラン」の推進

大学等との連携

・「みどりのわ・ささえ愛プラン推進委員会」（2回）、全11地区で地区別計画
推進委員会を開催し、第３期計画を推進。合わせて中間振返りを実施。
・計画ＰＲイベント「出張型みどりのわ・café」を実施（２回、参加者約220人）

・大学との連携により中学生等の学習・体験の機会の充実を図る「中学生等
キャンパスチャレンジ事業」を実施（４大学と連携）

区域計画・地区別計
画の推進

放課後の居場所づくり
・はまっ子ふれあいスクールから放課後キッズクラブへの転換（2か所）
・放課後児童クラブが面積基準・耐震基準を満たすための支援（2学童）
・放課後の居場所に関する出張相談を実施（5小学校）

地域における青少年の
育成

地域での子育て活動
の推進と連携の強化

・子育て支援を行っている関係機関・団体等による「みどり子育て支援連絡
会」（6回）等を開催
・児童虐待の防止に向けた要保護児童対策地域協議会（全体会：１回、地
区別連絡会：4回）を開催。
・こんにちは赤ちゃん訪問（約1,300件）等を実施
・母親教室（４回×11コース・参加者847人）、両親教室（12回・480人）、赤
ちゃん教室（14会場×９回・参加者3,636人）等を実施
・みどり子育て応援ガイドブック（6,000部）やホームページ等を活用した情報
提供

保育サービスの充実
・保育・教育コンシェルジュによる出張講座（12回、参加者70人）、アフター
フォロー（1,798件）を実施
・保育所等利用説明会・個別相談会を実施（3回、参加者422人）

・区内保育施設が連携した地域の子育て支援イベント「みどりっこまつり」を
実施（3会場、参加者1,399人）
・保育施設（市立４園、民間17園）を、授乳・調乳・おむつ替え等ができる「赤
ちゃんの駅」として地域に開放
・保育施設で離乳食ランチ交流事業を実施（参加28組）

保育の質の向上と子
育て支援の推進

・「夢みどり50プラン」推進のため、小中学校代表児童・生徒による会議を中
学校区(7校）で開催
・10月に区民まつり会場にて小中学生ボランティアを実施（参加者42人）
・11月に青少年指導員による防災啓発イベントを実施（参加者58人）
・市民活動団体等による青少年育成活動を支援（7回）

青少年の育成

妊娠期から学齢期まで
の切れ目のない子育て
支援

子どもアドベンチャー2018

緑区会場

通学路の緊急安全対策

（左：歩道整備前）

（右：歩道整備後）

犬のしつけ方教室

みどりっこまつり
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・民生委員による75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象とする地域による見
守り活動を推進（訪問対象者642人）
・民生委員による定期的な電話及び訪問を実施

信頼される窓口サービ
スの実現

商店街の振興 ・11月にみどり区商店街ポイントラリーを実施（参加者287人）

３　みどりの魅力あふれるまち

区の魅力発信

地産地消の推進

区制50周年プロジェ
クト

区制50周年プロジェ
クト

・実行委員会主催の記念事業（緑区民まつり／記念式典・講演会／わら
アート／子どものまちづくりイベント／記念誌）が決定
・子どものまちづくりイベント「子ども実行委員」を募集、説明会を開催
・PRグッズを配布、鉄道駅等への横断幕掲出、PRボックスを更新、デザイン
マンホールを作成
・実行委員会による記念グッズの販売
・１月から出生・婚姻の届出時にお祝いメッセージカードを配布
・１～３月に区内各所で「緑区今昔写真展」を開催

主な事業・取組

生涯にわたる健康づく
りの推進

健康寿命延伸を目指
した取組の推進

暮らしのなかのセーフ
ティネット

みどりの魅力を活かし
た地域活性化

地域包括ケアシステ
ムの構築

主な達成状況など

・弁護士、司法書士、税理士等による各種専門相談、女性福祉に関する相
談等を実施

・寄り添い型学習支援事業（中学生３教室 ）を実施
・高校生の中退防止を支援、高校生自立支援講座（15回）を実施
・区社会福祉協議会と連携し学習支援団体紹介資料を作成、大学出張講
座（受講生44人）を実施
・ハローワーク窓口（ジョブスポット）と連携した就労支援を実施（通年）

介護予防や地域にお
ける認知症の理解促
進

・マイナンバーカードを交付（約5,000枚）
・区庁舎案内サインの見直しと再整備
・区役所窓口で特定健診啓発グッズを配布

窓口サービスの向上

・区役所での健康チェック（9回、参加者延べ1,831人）、ウォーキング（6回、
参加者132人）を実施
・10月に健康づくり月間事業（参加者延べ4,804人）と講演会（参加者372
人）を実施
・若年層生活習慣病予防セミナー（5回、参加者延べ111人）を実施
・ウォーキングイベント（1回、参加者延べ541人）、ウォーキングの情報発信
等を実施

ひとり暮らし高齢者
等の見守り

専門家による相談

生活困窮者の自立に
向けた支援

「食」を通した健康
づくり

・６月に食育月間イベント（参加者593人）、食育講演会（参加者117人）を実
施
・栄養診断システムを用いた体験型食育ミニ講座を実施（7回）

・９月にスマートイルミネーションみどりを実施（参加者約3,500人）
・５月に東急長津田検車区を会場に小学生向けフォトワークショップ（参加者
47人）を実施、作品を東急長津田駅、緑区役所に展示。
・緑区遺産をＰＲ（登録数18件）
・緑区遺産ガイドウォーキングを開催（３回）（参加者延べ80人）
・広報よこはま みどり区版 特集面での「みどり　こども新聞」（３回）

障害者の社会参加と
障害理解の促進

・３月に緑区地区別暮らしのデータ集を更新
・地域ケア会議（個別ケース14回、包括支援センターレベル6回、区レベル1
回）を開催
・11月に在宅ケアみどりネットワーク主催による、在宅におけるチーム医療を
担う人材育成研修を実施（参加者101人）

・元気づくりステーション新規3か所の立ち上げを支援（累計15か所）
・セカンドライフ講座（6月）、介護予防支援者講演会（7月）、介護予防体操
リーダー養成研修（9月）、フレイル予防講演会（10月）等を実施
・介護者支援講演会（7月）、認知症キャラバンメイトのつどい（5月、11月）、
認知症サポーター養成講座（延べ16回）等を実施

・区庁舎直売（週２回）、ＪＡ横浜と共催で行う直売（年６回）を実施
・緑区の農・地産地消を発信する動画（２本）を制作及びケーブルテレビ番
組内での放映、facebookでの情報発信
・地産地消グルメガイドマップを作成（10月）、地産地消グルメスタンプラリー
（11月～１月）を実施
・農家と飲食店による地産地消交流会を実施（４回）
・地産地消講座を実施（３回）

高齢者・障害者施策の
推進

・障害者通所施設の連絡会（3回）、自主製品の共同販売（176回）、新たな
オリジナル製品（11商品）の開発支援を実施

地域での介護予防活動

緑区遺産ガイドウォーキング

鉄道駅への横断幕の掲出

ジョブスポットでの就労支援

体験型食育ミニ講座
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地域の現状を踏まえた
まちづくり

地域力の推進と市民活
動の支援

里山ガーデンフェス
タでのイベント等

・緑区をPRする「緑区DAY」（4月）、50周年を迎える4区をＰＲする「50周年４
区DAY」（10月）を実施
・3月に里山ガーデンでのお花講座を開催（参加者36人）
・中山駅～里山ガーデンを歩くルートマップを作成

区民との協働による
公園や道路の良好な
環境づくり

区民による文化活動の
振興

環境行動の推進

スポーツを通じた地域
づくり

みどりの魅力を活かし
た地域活性化

３Ｒや脱温暖化行動
の啓発

・ポイ捨て防止のため、沿道に花苗を植栽（５月、11月）
・駅前周辺ポイ捨て禁止キャンペーンを実施（6回）
・緑事務所ごみ収集車、区役所公用車への歩きたばこ・ポイ捨て禁止マグ
ネットシート貼付

・保育所・幼稚園での人形劇（10回）や、小・中学校での出前講座（3回）、地
域等での啓発（12回）、区役所ロビーでの啓発（毎週水曜日）等による３R夢
プランや食品ロスの削減に向けた啓発を実施
・スーパー店頭での脱温暖化行動や３Ｒに関する啓発（４回）
・イベントでの地球温暖化対策や３Ｒに関する啓発

スポーツを通じた地
域づくり

・ラグビーワールドカップ2019™及び東京2020オリンピック・パラリンピックの
開催機運醸成のため、トップアスリート等と連携したスポーツ体験型イベント
（ラグビー体験イベント：参加者60人、バドミントンレクチャー：参加者74人）
や講演会（人権啓発講演会：303人）を実施
・12月に緑区陸上連盟等と連携したランニングフェスタ（参加者68人）を実施
・スポーツ推進委員・緑区体育協会の活動を支援
・プロスポーツチームと連携しコラボレーションした緑区制50周年記念フラッ
グを商店街に掲出

平成31年４月　緑区役所

地域の課題解決や魅
力づくりの支援

・みんなで地域を考える会を全11連合自治会で実施
・みどり「ひと・まち」スクールを開催、受講生が地域での活動プランを作成
（修了生10人）
・地域課題チャレンジ提案事業：全18事業で各事業団体と協定を締結し支
援。12月に交流会を開催。２月に30年度事業を選考（19事業採択）
・緑区専門家派遣事業を実施（１団体・コーディネーター5回派遣）
・十日市場団地連合自治会の自治会加入促進チラシ作成を支援

読書活動の推進

・5月にミニ絵本広場in緑区役所を実施
・7月に青少年向けビブリオバトル（参加者26人）を実施
・11月に読書についてのトークショー（参加者30人）、中高生向け文章講座
（参加者29人）を実施

市民活動の活性化

・市民活動支援センターにおいて、市民活動団体と協働し、区民向け講座
等を企画・運営
・区内施設間連携会議の開催（2回）、施設を巡るスタンプラリー（11月～12
月）を実施
・未来のみどーむを考える「みどりーむネクスト」による、新たな取組の検討、
館内での多言語表示、「Open！みどりーむ」の実施（3回）等

文化活動の活性化
・緑・芸術祭イベントの実施・支援（ジャズコンサート、ドイツ民衆劇、区役所
ロビーコンサート等　32事業）
・提案型ロビーイベントを実施（４団体）

きれいなまちづくり
の推進

・山下地区まちづくり委員会の開催（5回）、ささえあいバス委員会（12回）、
山下地区ささえあいバス実証運行（登録会員数190人）、本格運行に向けた
アンケート（10～11月）、お買い物便テスト運行（7回）
・東本郷まちづくり協議会への支援
・十日市場駅周辺での「いちば」開催への支援（7回）、十日市場まちづくりス
クールを開催（12月）
・空き家、空き店舗を活用した地域活動の拠点やサロン等の設置（新規１
件）、地域花壇・菜園などの整備支援（継続１件）

緑区まちづくり計画
の推進

・10月にハマロードサポーター交流会を開催（参加16団体）
・11月に公園愛護会のつどいを開催（参加者254人）

地域や外国籍住民へ
のごみの分別啓発

・緑ECO通信の配布・WEB配信（毎月）と、増刊号（2回）の自治会班回覧
・外国籍住民向け説明会を実施（2回）

十日市場駅周辺での「いちば」

みどり「ひと・まち」スクール

外国籍住民向けごみ分別

の説明会

オリンピアン等を招いたイベント
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