
平成 31 年第１回 

区づくり推進横浜市会議員会議 

【栄区】 

平成 31 年２月４日（月） 





１ 区分別総括表 （単位：千円）

２ 内訳
（１）自主企画事業費 （単位：千円）

（２）統合事務事業費 （単位：千円）

２　統合事業費

（３）区庁舎・区民利用施設管理費 （単位：千円）

＜参考＞ （単位：千円）

平成31年度　栄区予算について

項　目 31年度予算 30年度予算 増▲減
Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ

統合事務費 19,776 19,730 46

統合事業費 15,213 0 15,213

（１）自主企画事業費 102,897 101,359 1,538

（２）統合事務事業費 34,989 19,730 15,259

１ 魅力発信・にぎわいあるまちづくり 20,237 22,217 ▲ 1,980

２ セーフコミュニティ 9,788 13,084 ▲ 3,296

（３）区庁舎・区民利用施設管理費 501,027 501,348 ▲ 321

項目名 31予算額 30予算額 増▲減

５ 安全・安心まちづくり推進事業 2,559 7,002 ▲ 4,443

６ 福祉保健・健康づくり推進事業 12,670 7,222 5,448

３ さかえ環境まちづくり推進事業 18,529 12,890 5,639

４ 防災力向上事業 9,834 8,830 1,004

９ おもてなし区役所推進事業 6,759 4,563 2,196
10 広報・広聴事業 4,608 8,668 ▲ 4,060

７ 子育て・子ども応援事業 4,293 4,377 ▲ 84

８ 高齢者・障害者支援事業 13,620 12,506 1,114

１　統合事務費 19,776 19,730 46
15,213 0 15,213

合計 102,897 101,359 1,538

事業名 31予算額 30予算額 増▲減

１　区庁舎等 59,025 58,649 376
２　区版市民活動支援センター 18,731 18,522 209

合計 34,989 19,730 15,259

事業名 31予算額 30予算額 増▲減

５　地区センター（３か所） 98,190 98,076 114
６　ログハウス 8,519 8,519 0

３　土木事務所 10,873 10,697 176
４　公会堂 49,157 49,853 ▲ 696

９　コミュニティハウス（４か所） 41,161 40,930 231
10　スポーツセンター 36,284 36,547 ▲ 263

７　区民文化センター 110,795 111,482 ▲ 687
８　老人福祉センター 62,600 62,600 0

合計 501,027 501,348 ▲ 321

31予算額 30予算額 増▲減

11　広場・遊び場等（８か所） 1,295 1,295 0
12　区庁舎・区民利用施設修繕費 4,397 4,178 219

区局連携促進事業 31予算額 30予算額 増▲減

緊急時情報システム運用試行事業 240 899 ▲ 659

栄区元気な地域づくり推進事業 3,065 3,795 ▲ 730
栄区協働の「地域づくり大学校」事業 1,010 1,000 10

栄区東部郊外住宅地の持続可能な魅力ある
まちづくり事業 1,500 1,740 ▲ 240

街づくりと道路整備を契機とした栄区南東
部地域交通アクセス改善事業 3,130 3,000 130

区SDGｓ未来都市推進事業 31予算額 30予算額 増▲減
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１ 基本的考え方 

区民や企業・各種団体等と進めてきたこれまでの取組を踏まえ、“連携の力で「地創地

福」”をキーワードとして、誰もがいきいきと暮らしやすく、にぎわいのある栄区を目指

したまちづくりを進めていきます。 

(1) 「都市計画マスタープラン－栄区プラン－」の改定に合わせ、高齢化が進む郊外部や鉄

道駅周辺の更なる活性化、環状道路整備による利便性向上など引き続き課題解決に取り組

むとともに、公共施設再編の検討も含め、地域特性に応じた魅力あるまちづくりを進めま

す。 

(2) 区のシンボルリバーである「いたち川」をはじめとする豊かな自然環境や、伝統文化・

歴史など栄の魅力資源を活かし、栄区のブランドを創出します。また、栄区ならではのお

もてなしを推進し、国内外に向けて栄の魅力を発信します。

(3) 身近な居場所づくりや健康寿命の延伸に着実に取り組むとともに、子ども・障害者・高

齢者など誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。また、各種団体や地域の皆様と

一体となって第４期栄区地域福祉保健計画策定に取り組み、地域コミュニティの醸成・活

性化につなげます。

(4) セーフコミュニティの再認証を契機に明らかになった課題の解決に向け、地域の皆様や

関係機関と連携し、各分科会における取組を一層充実させるとともに、自助・共助・公助

による防災の取組等を通じ、安全・安心なまちづくりを進めます。

２ 区政運営の姿勢 

(1) データを活用した行政運営の推進

データを活用した課題の明確化や事業手法の再検討等を行うことにより、効果的かつ地

域特性に応じたきめ細やかな行政運営を進めます。 

(2) 地域に寄り添う区役所の推進

職員一人ひとりが地域活動へ積極的に参加する中で、栄区の魅力を実感し、地域とのつ

ながりを深めることにより、区民に寄り添った行政サービスの提供につなげます。 

平成 31年度 栄区予算の考え方 
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３ 自主企画事業の構成と特徴 

１ 魅力発信・にぎわいある 

まちづくり 

文化・スポーツ活動が盛んな栄区の豊富な人材を活かし

た「おもてなし」を実践するとともに、日本文化体験や

交流を通じ、横浜の奥座敷ともいえる栄区の魅力を発信

します。 

２ セーフコミュニティ 

再認証を機に明らかになった課題解決に向け、専門機関

の助言等に基づき、８つのテーマ別分科会によるデータ

を活用した取組を継続的に進めます。また、今後の活動

の発展に向けたフォーラムを開催します。 

３ さかえ環境まちづくり推進事業 

いたち川の魅力の再発見につながる取組を進めるなど、

本郷台駅前からいたち川にかけての魅力向上に取り組み

ます。また、温暖化対策を進めるため、環境意識を高め

る取組や、省エネ行動を促す取組を進めます。 

４ 防災力向上事業 

大規模災害発災時に適時・適切かつ持続可能な災害対応

を行えるよう区本部機能を強化します。また、風水害発

生時の危険箇所について、ハザードマップを活用した周

知を行うなど、必要な対策を進めます。 

５ 安全・安心まちづくり推進事業 

交通安全や防犯など身近な地域課題に対応できるよう啓

発活動を実施します。また、飼い犬や猫の適正飼育啓発

を重点的に実施します。 

６ 福祉保健・健康づくり推進事業 

区民の健康状態を地区別に把握し、健康長寿の取組を広

げる基礎データとするための実態調査を実施します。ま

た、中間振り返りを基に課題を整理し、第４期地域福祉

保健計画の策定につなげます。 

７ 子育て・子ども応援事業 

育児に関する情報発信や教室開催を通じ、養育者の不安

解消や仲間づくりを支援します。また、市立保育園にお

いて、生ごみ処理器「キエーロ」の堆肥を活用しながら、

菜園の再整備を行います。 

８ 高齢者・障害者支援事業 

障害児・者が積極的に自己表現できるイベントを、関係

機関、関係局と連携し開催します。また、区自立支援協

議会と連携し、区内福祉事業所の取組や障害者への理解

を深める取組を支援します。 

９ おもてなし区役所推進事業 

栄区の魅力を実感し、地域とのつながりを深めるため、

区職員を対象とした研修を新たに行うとともに、区役所

窓口にて出生届・婚姻届を提出した方へのお祝いを充実

させます。 

10 広報・広聴事業 

区民の生活に関する様々な意識を幅広く調査するため、

アンケートを実施します。また、栄区なう！ＴＶや防災

協定に基づくラジオ放送などにより、栄区の魅力や防災

情報を区内に発信します。
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統合事務事業費の整理と自主企画事業費の増額について 

平成 31 年度個性ある区づくり推進費の予算において、自主企画事業のさらなる充実を図るため、

次のとおり改善しました。

＜イメージ図＞ 

(１) 自主企画事業費から分離する統合事業（９事業） ※事業は 18区共通

 （単位：千円）

事業名 H31 予算額（栄区） 

美化活動の推進 854 

消費生活推進員活動事業 615 

青少年指導員連絡協議会活動事業 2,200 

社会環境健全化補助事業 135 

スポーツ推進委員連絡協議会活動事業 2,990 

地域と学校の協働事業 920 

広報さかえ発行事業 5,392 

市民の声・特別相談事業 1,377 

福祉保健センターからのお知らせ発行事業 730 

計 15,213 

① 自主企画事業費のうち 18区に共通する事業の一部を分離して「統合事務事業費」に別途計上

② 自主企画事業費について約１億円を維持することにより、実質的に増額

① 自主企画事業費

から分離し、

「統合事務事業費」 

として整理 

→ (１)へ

従来 

今後 

分離 

統合事務事業費 

自主企画事業費（約１億円） 

18区に共通する事業の一部 

実質的な増額 

② 自主企画事業費について

約１億円を維持すること

により実質的に増額

→ (２)へ
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(２) 増額分を活用して実施する主な新規・拡充事業（栄区） （単位：千円） 

項目 事業名 H31 予算額 H30 予算額 H31-H30 

１ 魅力発信・にぎわい

あるまちづくり 
友好交流都市事業 1,500 1,200 300 

２ セーフコミュニティ 

セーフコミュニティフォーラム

の開催 
1,300 0 1,300 

セーフコミュニティ

スポーツ安全対策分科会
1,000 55 945 

地域福祉保健計画 

第４期計画策定 
950 0 950 

３ さかえ環境まちづく

り推進事業 

郊外住宅地の持続可能な 

まちづくりの推進 
1,600 810 790 

本郷台駅周辺のまちづくり推進 3,020 2,500 520 

さかえ・森の魅力づくり推進事業 3,874 2,006 1,868 

温暖化対策推進事業 1,620 0 1,620 

いたち川魅力づくり事業 2,000 0 2,000 

６ 福祉保健・健康づく

り推進事業 

地域主体の健康寿命を延伸する

健康まちづくり事業 
5,664 500 5,164 

７ 子育て・子ども応援

事業 
市立保育園の菜園再整備事業 1,000 0 1,000 

９ おもてなし区役所推

進事業 
出生・結婚おめでとうプレゼント 500 189 311 

計 24,028 7,260 16,768 

※ 新規事業を網掛けしています。
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◆平成31年度個性ある区づくり推進費　自主企画事業費

(１) 居場所づくり推進

事業

区政推進課

(２) タッチーくんの魅力

発信事業

区政推進課

(３) 企業交流事業

区政推進課

(４) 栄区民まつり

地域振興課

(５) ほっとイルミネーシ

ョン

地域振興課

１　魅力発信・にぎわいあるまちづくり

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

20,237 千円 22,217

事業名等 実施内容  

  旧ふれあいショップ「さんぽみち」跡スペースを、区民が憩い交流す
る場として活性化を進めます。

Ｈ31予算 400

執行済額

千円 ▲ 1,980 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円 ％

前年度予算 500

前年度予算 2,000

前年度予算 2,000

(1)キッチンスペースの整備、事業者との協議（４月～７月）
(2)事業者によるコミュニティカフェの運営（７月～３月）

タッチーくんを栄区の魅力・イメージを広く発信するためのツールと
して成長させ、活用します。

Ｈ31予算 2,000

（単位：千円）

(1)栄区連合町内会をはじめ区内各種団体を主体として構成される栄区
 民まつり実行委員会が企画運営する「栄区民まつり」の開催にあたり
 補助金を交付前年度予算 4,500

  本郷台駅前のにぎわいづくりのため、地元企業や商店街等と協力し、
駅前広場においてイルミネーションを実施します。

Ｈ31予算 700 (1)イルミネーション点灯式の開催
(2)イルミネーション点灯期間（12月上旬～１月下旬）執行済額

前年度予算

(1)ツイッタ―などによるタッチーくんからの情報発信（通年）
(2)タッチーくんグッズの製作、販売、ＰＲ（通年）
(3)着ぐるみの作成、活用（通年）
(4)企業にタッチーくんデザインの使用を売込み（通年）

執行済額

　栄区が保有する魅力資源を活用し、地域イメージを高めるためのブラ
ンドづくりの一環として、企業交流会（仮称）を実施し、区内の様々な
団体との対話の場づくりを行います。Ｈ31予算 500

執行済額 (1)企業交流会（仮称）の開催（１～２回）

  栄区への区民の愛着を深めるとともに地域の活性化を促すため、栄区
民まつりを開催します。（11月）

Ｈ31予算 4,500

執行済額

700
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(６) 商店街にぎわい創生

事業

地域振興課

(７) 栄区ならではのおも

てなし推進事業

～2020年に向けて～

地域振興課

(８) 区民活動支援事業

地域振興課

(９) ＳＡＫＡＥヤング

フェスティバル事業

地域振興課

(10) 栄区中学校対校駅伝

大会

地域振興課

(11) 友好交流都市事業

地域振興課

１　魅力発信・にぎわいあるまちづくり

Ｈ31予算 1,060

　青少年の地域参加を図るとともに、区民相互の交流や地域のにぎわい
を促進するため、ＳＡＫＡＥヤングフェスティバルを実施します。

（３月）

【重点事業】

Ｈ31予算 2,000

Ｈ31予算 1,000

執行済額

前年度予算 1,500

　区民活動団体や生涯学習団体の支援のため、区民活動センターを運営
します。

(1)区民活動センター広報紙「ぷらっと通信」の発行（10回）
(2)各種講座・イベントの開催（通年）
(3)ぷらっとカフェの開催（通年）

執行済額

前年度予算 1,310

Ｈ31予算

執行済額

Ｈ31予算

執行済額

執行済額 (1)青少年指導員をはじめ、子ども会や区内中学校等で構成される
 ＳＡＫＡＥヤングフェスティバル実行委員会による「ＳＡＫＡＥヤン
 グフェスティバル」の開催にあたり補助金を交付

前年度予算 1,200

  中学生の体力と元気づくり、スポーツによる区民の交流を目指して、
区内の中学校が参加する学校対校駅伝大会を実施します。（３月）

400 (1)区内の中学校、連合町内会、各種団体で構成される栄区中学校対校
 駅伝大会事業実行委員会による「栄区中学校対校駅伝大会」の開催に
 あたり補助金を交付前年度予算 400

ラグビーワールドカップ2019™や東京2020オリンピック・パラリン
ピック開催を見据え、訪日された方に向け、区内活動団体や商店等の力
を活かした「栄区ならではのおもてなし」を実践し、栄区の魅力を内外
に発信していきます。

(1)訪日の方に向けた、日本文化体験プログラム等の「栄区ならではの
おもてなし」の実践

(2)「おもてなし」の担い手の育成、機運醸成を目的とした講座等の実
施

執行済額

前年度予算 2,500

　30年度に作成した商店街マップにより、商店街の認知度の向上を図る
とともに、商店街のさらなる活性化に向け、地域の方や各種団体と連携
してイベント等を実施します。

(1)商店街で開催する朝市等の開催支援
(2)商店街マップを活用したＰＲ

Ｈ31予算 1,400

　栄区の友好交流都市への区民の関心を高め、草の根レベルの地域交流
の促進を図ります。

1,500 (1)青森県南部町との相互訪問による文化・芸能交流の実施
(2)友好交流都市紹介パネルの作成及び巡回展の実施

前年度予算 1,200
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(12) 未来へ引き継ぐ

“栄の歴史・文化”

事業

地域振興課

(13) 読書活動推進事業

地域振興課

(14) 昼休みコンサート事

業

地域振興課

(15) 夏休みコンサート事

業

地域振興課

(16) 栄区民芸術祭事業

地域振興課

１　魅力発信・にぎわいあるまちづくり

  栄区読書活動推進目標（27年３月策定）に基づき、区民の読書活動を
推進するため、啓発事業を実施します。

Ｈ31予算 600 (1)読書啓発イベントの実施
(2)啓発物品の作成及び配布
(3)図書館や区内図書関連施設のＰＲの実施（通年）

執行済額

前年度予算 800

Ｈ31予算 1,027

執行済額

前年度予算 457

  区民が気軽に音楽に触れる機会を提供するとともに、区政や文化振興
に興味を持つきっかけとなるよう、栄区音楽協会の協力によるコンサー
トを区役所で実施します。Ｈ31予算 50

執行済額 (1)昼休みコンサートの開催（毎月第２木曜日の12時20分～12時50分）

前年度予算 50

  子どもたちに音楽の楽しみや素晴らしさを感じてもらい、音楽への理
解や関心を深めてもらうため、学校の夏休み期間にクラシックコンサー
トを開催します。（７月）Ｈ31予算 200

執行済額 (1)栄フィルハーモニー交響楽団による「夏休みコンサート」の開催に
 あたり補助金を交付前年度予算 200

　地域の歴史資産や文化資産を区の魅力資源として活用・発信すること
で次世代に引き継ぎ、保存・継承を図ります。

(1)区内に設置されている劣化した歴史案内パネルの改修
(2)「郷土史ハンドブック」、「歴史散策マップ」及び「栄の歴史」の
販売手数料の交付

(3)歴史台帳の作成にあたり、区内の歴史研究団体等との情報収集及び
 共有
(4)地域で受け継がれている文化・芸能を広く区民に紹介

  区民の文化・芸術活動を促進するため、区民芸術祭を開催します。
（10月～11月）

Ｈ31予算 2,900 (1)栄区文化協会による「栄区民芸術祭」の開催にあたり補助金を交付

執行済額

前年度予算 2,900
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(１) セーフコミュニティ

の取組推進

区政推進課

(２) セーフコミュニティ

フォーラムの開催

区政推進課

(３) セーフコミュニティ

プロモーション

区政推進課

(４) ＳＣこども安全対策

分科会

こども家庭支援課

(５) ＳＣスポーツ安全

対策分科会

地域振興課

２　セーフコミュニティ

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

9,788

(2)傷害サーベイランス分科会の開催（２回）

(3)各分科会運営支援（通年）

執行済額

前年度予算 (1)推進協議会の開催（４月）

％

事業名等 実施内容  

千円 13,084 千円 ▲ 3,296 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円
（単位：千円）

Ｈ31予算 600 (1)啓発グッズの作成、配布（通年）

セーフコミュニティをより身近に感じ、活動に参加していただくた
め、各種イベント等でのＰＲを行います。

執行済額

前年度予算 1,850

　乳幼児の事故予防、児童のけがの予防を目的とした運動指導やＫＹＴ
（危険予知トレーニング）など、子どもたちの安全・安心に関する取組
を推進します。

執行済額

Ｈ31予算 1,300

(4)認証都市との交流・情報交換

(1)フォーラムの開催（10月）

前年度予算 0

Ｈ31予算

執行済額

(1)分科会の開催（２回）
(2)乳幼児の事故予防の啓発（通年）
(3)市立保育園における運動指導の実施（通年）
(4)放課後施設や保育園等における危険予知トレーニングの実施

（通年）

前年度予算 620

1,000 (1)分科会の開催（２回）
(2)分科会企画講習会の実施（１回）
(3)専門家を交えた新規取組内容の検討（通年）前年度予算 55

　各分科会の取組について、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を実践し
ていくとともに、傷害サーベイランス分科会において関連データの収
集・分析を行い、科学的根拠に基づく継続的な目標の見直しや取組の改
善を行います。

Ｈ31予算 2,030

7,000

　区民の皆様への活動への感謝と今後の発展に向けて「さかえセーフコ
ミュニティフォーラム」を開催します。

【新規】

執行済額

  区内のスポーツ中の事故やけがを防ぐため、けが予防対策の情報共
有・発信等を行うとともに、講習会を開催します。

Ｈ31予算 1,039
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(６) ＳＣ交通安全対策分

科会

地域振興課

(７) ＳＣ児童虐待予防対

策分科会

こども家庭支援課

(８) ＳＣ高齢者安全対

策分科会

高齢・障害支援課

(９) ＳＣ災害安全対策分

科会

総務課

(10) ＳＣ自殺予防対策分

科会

福祉保健課

(11) ＳＣ防犯対策分科会

地域振興課

(12) 地域福祉保健計画会

議開催

福祉保健課

２　セーフコミュニティ

　児童虐待予防のための啓発活動を実施します。また、次世代交流の取
組として、中学生と乳児及び子育て中の母親との交流を行い、次世代を
担う子どもたちを育成します。Ｈ31予算 270

執行済額 (1)分科会の開催（６回）

前年度予算 60 (2)啓発物品の作成及びイベント等での普及啓発（通年）

(3)夏休みを利用した中学生の赤ちゃんふれあい体験の開催（８月）

100

700前年度予算

執行済額

800Ｈ31予算

　区民の自殺に関する知識や自殺予防への理解を深めるため、区内の自
殺の現状や各機関の取組について共有し、栄区の自殺予防対策につい
て、検討・推進します。Ｈ31予算 126

(1)分科会の開催（２回）

  区内で発生する犯罪（特に振り込め詐欺）防止のため、防犯対策に関
する現状把握や必要な取組について検討し、啓発活動を実施します。

Ｈ31予算 431

執行済額

前年度予算 141

(4)中学校における「いのちの授業」の開催（２月～３月）

　高齢者が安心安全な生活が送れるよう、転倒予防、ヒートショック対
策に重点を置いて取組を進めます。

Ｈ31予算 350 (1)分科会の開催(２回)

執行済額 (2)転倒予防及びヒートショック対策の普及啓発(通年)

前年度予算 375

　防災に関するデータの分析によって課題を抽出し、その解決策を分科
会において議論して様々な取組に反映します。

Ｈ31予算 100 (1)分科会の開催（２回）
(2)家具転倒防止等の啓発チラシの作成及び配布（通年）執行済額

前年度予算

執行済額

前年度予算 255

  区内の交通事故を防止するため、交通安全対策に関する現状把握や必
要な取組について検討し、啓発活動を実施します。

(1)分科会の開催（４回）
(2)世代別啓発物品の作成
(3)街頭キャンペーンの実施
(4)ヘルメット着用アンケートの実施

(1)分科会の開催（３回）
(2)啓発物品の作成及び啓発活動の実施
(3)振り込め詐欺に関するアンケートの実施

　福祉保健計画の策定・推進・評価について、区民や有識者など、様々
な立場の方から意見・助言をいただく会議を開催します。

Ｈ31予算 235 (1)「栄区地域福祉保健計画策定・推進会議」の開催（３回）

執行済額

前年度予算 191
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(13) 地域福祉保健計画の

推進

福祉保健課

(14) 地域福祉保健計画第

４期計画策定

福祉保健課

２　セーフコミュニティ

前年度予算 0

　区域全体や地区ごとの課題・取組を共有しながら、計画を推進しま
す。

Ｈ31予算 557 (1)区内の多様な地域課題を解決するヒントを得るための「さかえ・つ
 ながるフォーラム」の開催（２回）執行済額

前年度予算 527 (2)地区支援チーム員のスキルアップのための研修の開催（７月）

(3)計画の推進、啓発のための「さかえ・つながる通信」の発行
                                                  　 （２回）

　栄区地域福祉保健計画策定・推進会議や地域での会議などを通じ、広
く区民の意見を聞きながら、31年度、32年度の２年間をかけて第４期計
画を策定します。【新規】

Ｈ31予算 950 　(1)地域ニーズの把握

執行済額 　(2)第４期計画骨子作成（３月）
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(１) 郊外住宅地の持続可

能なまちづくりの推

進

区政推進課

(２) 本郷台駅周辺のまち

づくり推進

区政推進課

(３) 栄ＩＣ・ＪＣＴ

（仮称）周辺のまち

づくり

区政推進課

(４) 都市計画マスタープ

ラン　栄区プラン改

定事業

区政推進課

（単位：千円）

　横浜環状南線の整備効果を沿線地域の活性化につなげていくため、地
域の意見を把握しながら、栄ＩＣ・ＪＣＴ（仮称）周辺におけるまちづ
くりについて検討します。

Ｈ31予算 1,000 (1)地域資源の活用方策の検討（７月～３月）
(2)サウンディング調査（10月～２月）
(3)地域との意見交換（２回）

執行済額

前年度予算 1,000

　16年度策定の栄区まちづくり方針（区プラン）について、25年度に改
定された全体構想（全市プラン）との整合を図るとともに、区の現状や
特徴を踏まえ、将来を見据えたプランへと改定を行います。

Ｈ31予算 970 　(1)改定原案の作成（４月～５月）
　(2)改定原案の市民意見募集（６月）
　(3)改定案の作成（７月～12月）
　(4)都市計画審議会（１月）
　(5)告示（３月）

執行済額

前年度予算 1,920

1,600

執行済額

前年度予算 810 【関連する区配事業】
①ＳＤＧs未来都市推進事業「栄区東部郊外住宅地の持続可能な魅力あ
るまちづくり事業」（温暖化対策統括本部）1,500千円
②区局連携事業「街づくりと道路整備を契機とした栄区南東部地域交通
アクセス改善事業」（道路局）3,130千円

　栄区を“活気のあるまち”にしていくため、区の中心部である本郷台
駅周辺地区の魅力あるまちづくりを進めていきます。

【重点事業】 (1)本郷台周辺地区の魅力向上検討（５月～３月）
(2)本郷地区センター後利用検討（５月～３月）Ｈ31予算 3,020

執行済額

前年度予算 2,500

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

18,529 千円 12,890 千円 5,639 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円 ％

事業名等 実施内容  

　高齢化の進む栄区東部の郊外住宅地を対象に、将来にわたって誰もが
いきいきと暮らしやすいまちを目指し、まちづくりの検討を行います。

(1)旧庄戸中学校後利用の改修工事の検討（６月～３月）
(2)地域による路線バス利用促進のための活動支援（通年）Ｈ31予算

３　さかえ環境まちづくり推進事業
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(５) 区づくり連絡調整費

区政推進課

(６) 花いっぱい魅力づく

り

区政推進課

(７) さかえ・森の魅力づ

くり推進事業

区政推進課

(８) 温暖化対策事業

区政推進課

(９) 駅前太陽光発電シス

テムの維持管理

区政推進課

(10) 公園愛護会活動支援

事業

土木事務所

　身近な公園の日常管理を行っている公園愛護会の活動活性化を図るた
め、活動支援を行います。

Ｈ31予算 500 　(1)横浜市公園愛護会表彰報告及び区長表彰とともに、「栄区公園愛
   護会のつどい」の実施（11月）
　(2)公園愛護会同士、他の市民ボランティア団体との交流イベントを
　 実施（７月）
　(3)公園愛護会のＰＲ(通年）

執行済額

前年度予算 500

　区民が楽しみながらエネルギーや省エネについて学ぶとともに、省エ
ネ行動を促すための取組を実施します。
　また、区役所における省エネ・節電対策を推進するため、区役所本館
に設置している太陽光発電設備の改修を行います。

【新規】

Ｈ31予算 1,620

執行済額

前年度予算 0 　(1)親子の社会科見学（７月）
　(2)節電チャレンジ（12月～１月）
　(3)太陽光発電設備改修（６月）

　本郷台駅前バスターミナル上屋の照明の電気料金を支払うとともに、
清掃等のメンテナンスを行います。

Ｈ31予算 232 (1)照明電気料金の支出（毎月）
(2)上屋の定期清掃実施（10月～12月）執行済額

前年度予算 100

　花の彩りを感じ、心豊かに生活できるよう、区民と連携して花を感じ
る空間づくりを進めます。
　また、３月23日から開催予定の「Garden Necklace YOKOHAMA 2019」
にあわせたイベントの実施などにより、事業の盛り上げを図ります。

Ｈ31予算 1,060

執行済額

前年度予算 1,050 　(1)愛護会やその他区民の活動の支援（通年）
　(2)区の花・区の木啓発グッズ作成（10月）
　(3)いたち川桜ライトアップ（３月）

　環境活動団体等と連携し、栄区の豊かな自然環境の魅力を効果的に発
信します。また、フォトコンテストの実施により新たな魅力発見及び
共有を図ります。Ｈ31予算 3,874

執行済額 　(1)環境活動団体との連携による魅力の発信
　(2)フォトコンテストの実施（５月～10月）
　(3)七夕飾り付けイベント（７月）

前年度予算 2,006

　区内の主要事業を円滑に推進するため、関係機関や地元との連絡調整
を行います。また、区民要望等へ迅速に対応するために臨時的な事業を
実施します。Ｈ31予算 1,000

執行済額

前年度予算 1,000

３　さかえ環境まちづくり推進事業
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(11) 水辺愛護会活動支援

事業

土木事務所

(12) いたち川魅力づくり

事業

土木事務所

(13) ３Ｒ推進事業

地域振興課

(14) 生ごみ等堆肥化事業

地域振興課

　清掃活動やウォーキングなどのイベントを通じて多くの区民の方にい
たち川に親しんでもらい、その財産を次世代へ引き継ぎます。【新規】

Ｈ31予算 2,000 　(1)いたち川遊歩道の一斉清掃活動の実施（８月）
　(2)いたち川まつりでの川床の設置（８月）
　(3)いたち川沿いを歩くイベントを開催（６月、11月）

執行済額

　３Ｒの普及啓発のため、食品ロス削減の啓発等、「リデュース」に重
点を置いた活動を実施します。

Ｈ31予算 353 (1)使い切りクッキング教室の実施（６回）
(2)啓発物品の作成及び配布執行済額

前年度予算 0

　いたち川を中心とした河川・水路の日常管理を行っている水辺愛護会
の活動活性化を図るため、活動支援を行います。

Ｈ31予算 300 　(1)水辺愛護会同士、他のボランティア団体との交流会の実施
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７月）
　(2)日常管理作業に必要な資機材の貸出し（通年）
　(3)安全講習等の実施（５月）

執行済額

前年度予算 300

３　さかえ環境まちづくり推進事業

前年度予算 493

前年度予算 353

  生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発のため、モニタリング事業を継
続実施するとともに、栄区内での「キエーロ」の製作・販売を開始し、
併せて広報による周知を強化します。Ｈ31予算 1,000

執行済額 (1)「ミニ・キエーロ」のモニター募集（４回、各回30人)
(2)「キエーロ」の製作・販売の実施
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(１) 水害対策事業

総務課

(２) 震災対策事業

（啓発・補助事業）

総務課

(３) 地域防災拠点支援事

業

総務課

(４) 区本部機能強化事業

総務課

(５) 災害時要援護者避難

支援事業

福祉保健課

（単位：千円）

  自治会・町内会が主体となって進める災害時要援護者支援の取組を推進・支
援します。

Ｈ31予算 1,150 (1)自治会・町内会を主な対象とした講演会等の実施（１回）
(2)要援護者支援の取組促進に向けた啓発リーフレットの作成（12月）
(3)自治会・町内会が実施する避難支援訓練等の経費の一部補助
(4)各自治会・町内会の取組状況に応じた出前講座・相談等の対応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通年）

執行済額

前年度予算 500

　地域防災拠点の運営を支援するため、ハード面の整備や拠点との連携
を推進します。

Ｈ31予算 2,072 (1)地域防災拠点の資機材の点検・修繕の実施（通年）
(2)地域防災拠点運営委員会連絡協議会の開催（５月）
(3)子どもや障害者に配慮した内容の出前講座等の実施（通年）

執行済額

前年度予算 1,400

　災害対応能力を向上させるため、区本部運営訓練や備品の配備を進め
ます。

Ｈ31予算 1,637 (1)区本部運営訓練の実施（９月、１月）
(2)区災害対策本部用の投光器や発電機等備品の購入（６月）
(3)区役所全職員３日分の食料を配備できるよう、計画的な備蓄の推進
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通年）
(4)風水害等対応用備品の購入（９月）

執行済額

前年度予算 1,945

Ｈ31予算 2,240 (1)水害対策連絡協議会の開催（６月）
(2)即時勧告対象区域等の地域特性に応じた水害対策訓練の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６月）
(3)即時勧告対象区域を踏まえ、出水期前に危険ながけ地付近の住民に
 対しポスティング等の実施（６月）
(4)水害に役立つ講演会の開催（９月）
(5)広報スピーカー等のハード面の維持整備（１月）
(6)関係機関と連携した広報手段の確立及び訓練の実施（通年）
(7)水害ハザードマップの更新（２月）

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

9,834 千円 8,830 千円 1,004 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額

執行済額

前年度予算 2,145

  区民の防災意識向上のため、啓発物品の作成や出前講座を実施しま
す。

Ｈ31予算 800 (1)地域の方々を対象とした、防災情報を掲載した啓発物品の作成・配
 布（通年）
(2)防災マップ、防災計画の増刷（通年）
(3)地域の方々への出前講座の実施（通年）

執行済額

執行率

千円 ％

４　防災力向上事業

前年度予算 620

事業名等 実施内容  

　区役所の機能強化や関係機関と連携し、総合的な水害対策を推進しま
す。
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(６) 災害時医療体制強化

事業

福祉保健課

(７) 福祉避難所開設・運

営円滑化事業

高齢・障害支援課

(８) ペット防災対策事業

生活衛生課

(1)災害医療連絡会議の開催（１回）
(2)医療情報集約訓練
　 無線機を使用した通信訓練（２回）
　 Ｅメールを使用した通信訓練（１回）
　 のぼり旗掲出訓練（９月、１月、３月）
(3)災害医療に関する研修（１回）
(4)災害対応用医療資器材等の購入

  災害発生時、全24か所の福祉避難所の開設・運営等を円滑に行えるよ
う支援します。

(1)訓練等の質の向上に係る情報共有のため連絡会の開催（２回）
(2)ＨＵＧ横浜市福祉避難所版(仮称)の作成（上半期）
(3)段ボールベッド等の開設等訓練支援物資の配布（１月）
(4)福祉避難所の役割を示すちらしの増刷（５月）

執行済額

前年度予算 2,045

　災害時も医療提供できるように、関係機関（医師会、歯科医師会、薬
剤師会、Ｙナース等）と情報共有・連携を図ります。

Ｈ31予算 445

執行済額

前年度予算 125

４　防災力向上事業

Ｈ31予算 1,210

　災害時のペット対策を飼い主と地域防災拠点運営委員会等が検討を進
めやすいように支援します。

(1)飼い主や地域防災拠点運営委員へのペット同行避難の周知チラシの
 作成、配布（5,000枚）
(2)地域防災拠点での訓練時にイメージできるようペット避難場所の見
 本となるテントの購入（５月）

執行済額

前年度予算 50

Ｈ31予算 280
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(１) 交通安全啓発活動

地域振興課

(２) スクールゾーン対策

事業

地域振興課

(３) 防犯活動の推進・啓

発活動

地域振興課

(４) 生活衛生普及啓発事

業

生活衛生課

(５) 食品衛生普及啓発事

業

生活衛生課

（単位：千円）

　通学路の交通環境の改善を図るため、関係各行政機関と連携しながら
交通安全対策を実施します。

Ｈ31予算

  アシナガバチ駆除支援として防護服、駆除器材の貸出しや安全な駆除
方法の周知啓発、蚊媒介感染症の大規模な流行を未然に防ぐため、町内
会をモデルに蚊の発生源対策に取り組みます。

　(1)ハチ駆除用防護服、駆除器材の貸出し及び駆除方法の啓発
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通年）
　(2)蚊の発生源を見つけるためモデル町内会住民と共にパトロール、
   水溜りへの薬剤投入、蚊の生息状況調査の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６月～10月、月１回）
　(3)蚊の発生源対策の事業評価のため、モデル町内会で住民アンケー
   トを実施（６月～７月、11月～12月）

　高齢者やこどもへ食事等を提供しているボランティアや従事者に対し
食中毒予防のための啓発、支援を行います。

Ｈ31予算 191 (1)食品衛生の出張講座及び調理器具等の汚染度を測定する簡易キット
 を活用した衛生教育の実施（通年）

191 (2)放課後事業従事者への衛生教育及び通所児童の保護者への食中毒予
 防啓発チラシの配布（1,000枚）

執行済額

前年度予算

執行済額

前年度予算

執行済額

前年度予算

執行済額

前年度予算

千円 ▲ 4,443 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

2,559 千円 7,002

５　安全・安心まちづくり推進事業

千円 ％

700 (1)スクールゾーン対策協議会の事業及び運営に対し補助金を交付
(2)スクールゾーン対策協議会を関係各行政機関と合同で開催
　　　　　　　　　　　　　　（区内全小学校14校、６月、７月）
(3)スクールゾーン路面標示の新設及び補修（７月～３月）

700

事業名等 実施内容  

　交通ルールの順守や交通マナーの向上を図るため、啓発活動を実施し
ます。

Ｈ31予算 250 (1)総会、幹事会の開催（４回）
(2)啓発物品の作成及び啓発活動の実施（強化月間含め８回ほか）
(3)自転車等放置防止推進協議会の事業及び運営に対し補助金を交付

執行済額

前年度予算 400

340

Ｈ31予算 390

Ｈ31予算 535

1,500

　地域における防犯意識を高めるため、啓発活動を実施します。

(1)防犯グッズや新入学児童への防犯ブザーの作成及び配布（３月）
(2)防犯情報等に関するメールの配信（通年）
(3)駅前等での啓発活動の実施
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(６) 動物適正飼育推進事

業

生活衛生課

５　安全・安心まちづくり推進事業

　講演会による飼い犬や猫の適正飼育啓発を重点的に実施するととも
に、犬を長年にわたり飼育してきた飼い主を表彰し、他の飼い主の模範
とすることにより広く動物愛護の意識を醸成します。Ｈ31予算 493

執行済額 (1)犬及び猫の適正飼育に関するセミナーの開催（各１回）
(2)区民まつり等で犬及び猫の適正飼育に関する啓発チラシの配布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5,000枚）
(3)長年にわたり犬を飼育してきた飼い主表彰の実施（10月）

前年度予算 273
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(１) 地域主体の健康寿命

を延伸する健康まち

づくり事業

福祉保健課

(２) みんなで健康づくり

推進事業

福祉保健課

(３) がん対策推進事業

福祉保健課

(４) 特定健診受診率向上

福祉保健課

(５) さかえの食と農を育

む事業

区政推進課

（単位：千円）

事業名等 実施内容  

  健康寿命を延伸するために必要な「運動」「栄養」「社会参加」に着
目した、地域主体の健康づくりを進めます。

千円 5,448 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円 ％

６　福祉保健・健康づくり推進事業

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

12,670 千円 7,222

  (1)地域での話し合いをもとにした取組の実施（通年）
　(2)区民が、自分の「運動」「栄養」「社会参加」の取組について
　 チェックできるシートの作成 （９月）
  (3)高齢者を中心とした多くの区民の健康状態を各地区ごとに把握す
　 るため、実態調査の実施（４月～１月）

【重点事業】

5,664

Ｈ31予算 (1)健康づくりに関係する団体の活動内容や健康情報を提供するチラシ
 等を作成し、区民まつり等のイベントも活用して周知（11月）執行済額

Ｈ31予算

執行済額

前年度予算 500

　地域での健康づくりの機運を高めるために、関係機関や団体等と連携
し、区民の幅広い世代に健康づくりについての普及啓発を図ります。

420

前年度予算 500

　区民が旬の野菜を味わい、楽しみながら身近な「農」に触れることで
地産地消へとつなげるためのイベント「本郷台アオソラマルシェ」（７
月）や栄区産の野菜を使った料理教室（12月～３月）を開催します。Ｈ31予算 1,220

執行済額 (1)さかえの食と農を育む実行委員会に対し補助金を交付

Ｈ31予算

執行済額

  横浜市がん検診受診率が18区中で最も低い乳がんをはじめ、女性特有
のがん検診の受診率向上を図ります。

Ｈ31予算 655

執行済額

前年度予算 670

(1)乳がん触診モデルを関係機関窓口に設置（６月～）
(2)乳がん自己触診チェックシート、子宮がん検診リーフレット等を
　利用し関係機関でも周知(６月～）

  生活習慣病の予防として重要なメタボリックシンドロームの早期発見
のため、特定健診の受診率向上を図ります。（保険年金課と共管）

200 (1)特定健診の目的や制度について、わかりやすい周知ツール（リーフ
 レット等）を作成(4,000枚、10月～）

前年度予算 645

前年度予算 1,010
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(６) さかえの野菜めしあ

がれ！

福祉保健課

(７) 元気なさかえっ子食

育講座

福祉保健課

(８) 成人期の食育推進

福祉保健課

(９) 生活困窮セーフティ

ネット強化事業

生活支援課

(10) 再チャレンジ応援事

業

生活支援課

(11) 栄区体育協会に対す

る活動補助事業

地域振興課

Ｈ31予算 634 (1)キャリア形成・就労準備支援や面接技術を高めるための外部講師に
 よる年代別研修の実施（８回程度）

Ｈ31予算 315

(3)生活困窮者の自炊能力向上と習慣化のための自炊体験教室の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２回）

　生活保護受給者や生活困窮者の社会的自立のため、就労支援を実施し
ます。

執行済額

前年度予算 604 (2)面接に必要なスーツ等の貸出（通年）

  スポーツを通じた明るく豊かな生活や健康づくりのため、区民大会や
スポーツ教室等の開催を支援します。

(1)各種スポーツ種目の団体（専門部）ごとに開催される区民大会等の
 運営に対し補助金を交付執行済額

前年度予算 315

  地元の農や野菜のおいしさを知り、身近に感じることにより、野菜摂
取量の向上やバランスの良い食生活など食育を推進するとともに、豊か
な食生活に繋げます。Ｈ31予算 250

執行済額 (1)「さかえの野菜めしあがれ」冊子の配布（3,000部、通年）
(2)「さかえの野菜を知って・食べて・元気に」を改訂し小学校３年生
 等に配布（3,000部、９月～）
(3)食生活等改善推進員と連携し、地域やイベント等において啓発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通年）

前年度予算 150

  子どもの時から生活習慣病になりにくいからだづくりを目指し、幼児
期からバランスの良い食生活の定着と、養育者の食生活の改善を図りま
す。Ｈ31予算 520

執行済額 (1)オリジナルテキスト「食育はじめのいっぽ」増刷（1,000部）
(2)マグネット式料理カード作成(５月～６月）
(3)３歳児健診において、オリジナルテキスト等を活用した食育講座の
 開催（22回）

前年度予算

120

　生活困窮者自立支援制度の周知・地域支援充実のため、アドバイス
ブックの増刷とアウトリーチパートナー向け研修を実施します。

Ｈ31予算 247 (1)「栄区 お金と暮らしのアドバイスブック」（29年度配布開始）の

執行済額  増刷（600部）

前年度予算 250 (2)困窮制度理解向上と地域支援充実のための外部講師によるアウト
 リーチパートナー（地域支援者）向け研修の実施（２回程度）

６　福祉保健・健康づくり推進事業

450

　成人期の食事バランスの見直しについて、地域で活動する人材（食生
活等改善推進員など）と連携して周知します。

Ｈ31予算 480 (1)食事見直しシートの印刷(10,000枚、７月）
(2)成人期の食育講座等を地域で開催（７回）
(3)地域で活動する人材（食生活等改善推進員など）による食事見直し
 シート等の周知

執行済額

前年度予算
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(12) 栄区民ロードレース

大会

地域振興課

(13) 栄区民スポーツフェ

スティバル

地域振興課

  区民の体力向上や健康づくりに役立てるとともに、区民相互の親睦を
図るため、栄区民ロードレース大会を開催します。（１月）

Ｈ31予算 1,950 (1)栄区民ロードレース大会実行委員会による「栄区民ロードレース大
 会」の開催にあたり補助金を交付執行済額

前年度予算 750

  幅広い世代の区民に、身体を動かす楽しさ、仲間と集う喜び、運動を
通した健康づくりを体験・実感してもらうため、種々のスポーツを体験
するイベントを実施します。Ｈ31予算 115

執行済額 (1)栄区体育協会によるスポーツフェスティバルの開催にあたり補助金
 を交付前年度予算 115

６　福祉保健・健康づくり推進事業
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(１) 両親教室

こども家庭支援課

(２) 養育者向け情報発信

こども家庭支援課

(３) 授乳相談

こども家庭支援課

(４) 妊婦・養育者メンタ

ルヘルス相談

こども家庭支援課

(５) 育児応援教室

こども家庭支援課

（単位：千円）

　授乳に関する様々な相談に助産師が応じることで、育児不安の早期解
消を図れるよう授乳相談を行います。

実施内容  

千円 ▲ 84 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円 ％

７　子育て・子ども応援事業

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

4,293

前年度予算 827   (2)父子手帳（パパの子育てノート）発行（1,100部）

  (1)授乳相談（月１回）

千円 4,377

　様々な機会を通じて子育てに関する情報発信ができるよう子育てマッ
プを作成し、配布します。また、父親の育児参加を促進できるよう、母
子健康手帳交付時等に父子手帳を交付します。Ｈ31予算 887

執行済額   (1)子育てマップ（にこにこＭＡＰ）発行（2,000部）

事業名等

  初めての出産を控えた妊婦とそのパートナーが、妊娠中から出産・育
児に必要な知識を得て、親になるための準備や子育てのイメージが持て
るよう両親教室を開催します。Ｈ31予算 224

執行済額 　(1)両親教室（６月、９月、12月、３月いずれも土曜日、午前）

前年度予算 145

　妊娠や出産、人間関係等の様々な悩みを抱える妊婦と、育児不安や育
てにくさを感じる養育者を対象に、臨床心理士による個別相談を実施し
ます。

前年度予算 438

Ｈ31予算 478

執行済額   (1)妊婦・養育者メンタルヘルス相談（月２回）

前年度予算 216

Ｈ31予算 120

執行済額

　育児不安や子育てに悩みを抱える母親に対して、乳児と一緒に参加で
きる少人数の教室を開催します。教室で母親同士の交流を図り、臨床心
理士・保育士・保健師が様々な悩みや育児不安に対してアドバイスを行
います。

Ｈ31予算 259

執行済額

前年度予算 234   (1)育児応援教室（月１回）
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(６) 地域育児教室

こども家庭支援課

(７) 障害児サークル支援

こども家庭支援課

(８) 幼保による地域子育

て支援事業

こども家庭支援課

(９) 市立保育園の菜園再

整備事業　

こども家庭支援課

(10) 栄区児童生徒スポー

ツ・文化活動表彰

こども家庭支援課

前年度予算 130

　栽培・収穫等の体験を行うため、市立保育園に設置したキエーロを活
用し、菜園を再整備します。【新規】

Ｈ31予算 1,000 (1)市立保育園の菜園の再整備（通年）

執行済額

前年度予算 0

　スポーツ・文化の分野において、顕著な功績又は優秀な成績を収めた
児童生徒を対象に、その功績を称えることを目的として、区長による表
彰を行います。Ｈ31予算 130

執行済額 (1)区長による児童生徒の表彰（11月）

　障害児の親の自主サークルに対して、講師派遣や運営相談等の支援を
行います。

Ｈ31予算 24 　(1)運営相談支援（通年）
  (2)講師派遣（７月、10月、３月）執行済額

前年度予算 24

　教育・保育施設の質の向上を図るため、施設職員向けの研修を実施し
ます。また、市立保育園においては「地域に出向いた子育て支援」や、
地域の高齢者と交流を図る「世代間交流」を実施します。Ｈ31予算 641

執行済額   (1)施設職員向け研修の開催（３回）
  (2)地域に出向いた子育て支援（通年）
　(3)世代間交流（通年）

前年度予算 641

７　子育て・子ども応援事業

　第１子の養育者と乳児を対象に教室を開催し、養育者同士の交流や仲
間づくり、子育てに関する健康教育を行います。

Ｈ31予算 530   (1)地域育児教室（月１回、区内地域ケアプラザ等７会場）

執行済額

前年度予算 522
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(１) 次世代交流ステーシ

ョン

高齢・障害支援課

(２) 敬老お祝い事業

高齢・障害支援課

(３) 栄区地域ネットワー

ク見守り事業

高齢・障害支援課

(４) 家族のための介護

カウンセリング事業

高齢・障害支援課

(５) さかえ・ふれあい

運動会

高齢・障害支援課

（単位：千円）

実施内容  

千円 ％

８　高齢者・障害者支援事業

予算

(1)敬老会等で配布してもらう「敬老お祝いカード」の作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12,000枚、7月）
(2)100歳誕生日に贈る「百寿お祝いカード」の作成及び送付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （20人程度）
(3)介護保険施設への区長訪問（全９施設、９月）

　高齢者に対して、地域主催の敬老会等や誕生日を機にメッセージカー
ドを贈ります。また、栄区長が介護保険施設を訪問し、長寿を祝いま
す。

【新規】

(1)高齢者等への見守り活動啓発物品の作成・配布
                                            （1,000部、９月）

(1)認知症や難病の方を介護する家族を対象に、臨床心理士によるカ
 ウンセリングを実施（18回）

(1)栄区障害者ふれあい交流事業実行委員会による「さかえ・ふれあい
 運動会」（10月19日（土）、横浜市立桂台中学校）を開催するにあた
 り補助金を交付

平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

13,620 千円 12,506 千円

Ｈ31予算 358

執行済額

前年度予算 0

事業名等

  次世代交流ステーションの運営のため、管理運営費を支出します。

Ｈ31予算 10,406

執行済額

前年度予算 10,406

1,114 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

前年度予算 200

  介護を行っている家族に対し、臨床心理士が介護不安を解消するため
の専門相談を実施し、必要なサービスにつなぎます。

450

  ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者を地域で緩やかに見守り、異変を
早期に発見して、適切な支援につなげます。

100

前年度予算 1,000

前年度予算 450

　障害児・者と区内市立中学校の生徒及びボランティア等により、運動
会を開催し、障害への理解を深めるとともに相互交流を図ります。

1,000

Ｈ31予算

執行済額

Ｈ31予算

執行済額

執行済額

Ｈ31予算
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(６) パラフェスタ❤さか

え

高齢・障害支援課

(７) 区自立支援協との連

携

高齢・障害支援課

(1)パラフェスタ❤さかえ2019の開催
（12月上旬、栄公会堂・栄スポーツセンター（たっちーらんど））執行済額

前年度予算 200 (2)区内障害福祉事業所へ花のデリバリーを委託し、区役所窓口へ飾る
 ことにより窓口環境を向上（通年）

  共生社会実現のため、障害者週間に合わせ、障害者と一般区民による
参加・体験型イベントを区内障害福祉事業所等との協働で開催します。

Ｈ31予算 930

８　高齢者・障害者支援事業

前年度予算 250

　障害者自立支援協議会と協働し、区民の障害理解を進めるための取組
を行い、障害者が安心して暮らせる地域づくりを目指します。

Ｈ31予算 376 (1)30年度に作成した、区内障害福祉事業所を紹介するパンフレット
 「来て見てさかえ」を増刷（2,000部、11月）執行済額

25



(１) 栄区人材育成研修事

業

総務課

(２) 改革推進委員会

総務課

(３) 庁舎改善事業

総務課

(４) 自治会・町内会振興

事業

地域振興課

(５) 出生・結婚おめでと

うプレゼント

戸籍課

（単位：千円）

千円

増▲減

6,759 千円 4,563

前年度予算 150

2,196 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円 ％

９　おもてなし区役所推進事業

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額

　来庁者の方に気持ち良く過ごしていただけるよう、利便性や快適性に
配慮した庁舎改善を実施します。

Ｈ31予算 3,000 (1)区民ニーズに応じた庁舎環境の改善（通年）

執行済額

  時代感覚と市民の視点をもって、区役所の改革を加速させるために、
職場の垣根を越え、自由な発想のもとに様々な取組を進めます。

Ｈ31予算 216 (1)職員自身が栄区の魅力を発見・発信するための企画を実施（通年）

執行済額

事業名等 実施内容  

  お客様への感謝の気持ちを忘れず、栄区で働く職員の資質の向上を図
るため、各種研修の実施計画を定め、効果的に研修を実施します。

Ｈ31予算 1,000 (1)「接遇研修」の実施（全職員対象、通年）
(2)「チーム力アップ研修」の実施（通年）
(3)「人権啓発研修」の実施（全職員対象、通年）
(4)「栄区リーダーズカレッジ（仮称）」の実施（通年）

執行済額

前年度予算 681

  出生届及び婚姻届を提出するお客様に対して、区としてのお祝いメッ
セージ入りの記念品を配布し、窓口サービスの向上に努めます。

Ｈ31予算 500 (1)従来の出生届に加え婚姻届を提出した区民等に、記念品を贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通年）執行済額

前年度予算 189

執行済額 (1)自治会・町内会長感謝会の実施及び区長感謝状・記念品の贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３月）
(2)自治会・町内会への広報物等の配送（通年（８月、12月を除く））

前年度予算 543

前年度予算 3,000

  地域社会の発展に大きく貢献している自治会・町内会長に対して感謝
の意を表する催しを実施するとともに、行政情報等の共有や地域の活性
化を図るため、自治会・町内会へ広報物等の配送を行います。Ｈ31予算 2,043
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(１) 栄区なう！ＴＶ　

ＰＲ事業

区政推進課

(２) 区民生活マップ作成

事業

区政推進課

(３) ラジオ放送事業

区政推進課

(４) 区民意識調査

区政推進課

(５) ＳＡＫＡＥ早わかり

ノート

総務課

(６) 明るい選挙啓発事業

総務課

（単位：千円）

0

　投票率向上のため、選挙啓発を実施します。

(1)高校生向け啓発チラシの作成（2,000枚、８月）
(2)区内小中高等学校への出前講座の開催（３回）
(3)地域住民を対象とした選挙啓発物品の作成、配布（７月）

Ｈ31予算 250

執行済額

前年度予算 200

(1)毎月第２木曜日18時～18時20分のうち約７分放送

【隔年】

　区政情報のＰＲや防災に向けた注意喚起のため、防災協定を締結した
エフエム戸塚より、区政、消防、防犯等に関する情報の発信を行いま
す。Ｈ31予算 208

　(1)毎日7:55～8:00、11:55～12:00の２回放送
  (2)生放送は毎月第２金曜日12:15～12:30208

▲ 4,060 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円 ％

10　広報・広聴事業

予算
平成31年度予算額 平成30年度予算額 増▲減

4,608 千円 8,668

執行済額

前年度予算

前年度予算

執行済額

　栄区民が暮らしの中で感じる満足や不安、生活スタイル、地域のつな
がりなどの意識を把握するため、3,000人を対象に調査を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月～11月）

【隔年】

Ｈ31予算 1,400

0

　データを通して栄区の現状を紹介するため、栄区の統計データを掲載
した冊子を発行し、区民に配布します。【隔年】

Ｈ31予算 650 　(1)「ＳＡＫＡＥ早わかりノート」の発行（2,500部、３月）

執行済額

前年度予算

前年度予算 0

　転入者等へ配布するため、行政機関や暮らしの情報等を記載した「区
民生活マップ」を最新の内容に更新します。

Ｈ31予算 1,400 　(1)区民生活マップの更新（10月～３月）

執行済額

前年度予算 700

事業名等 実施内容  

　栄区の魅力や情報をＰＲするため、ＴＶ放送用の動画を収録し、区の
ホームページ等で公開します。

Ｈ31予算 700

執行済額

千円
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