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令和３年度個性ある区づくり推進費予算案について 
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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）

（１）自主企画事業費 103,426 103,646 ▲ 220

（２）統合事務事業費 36,542 36,596 ▲ 54

令和３年度　栄区予算案について

項　目 令和３年度原案 令和２年度予算 増▲減
Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ

事業名 Ｒ３予算額 Ｒ２予算額 増▲減

１ 魅力発信・にぎわいあるまちづくり 21,738 20,174 1,564

（３）区庁舎・区民利用施設管理費 528,405 534,504 ▲ 6,099

合計 668,373 674,746 ▲ 6,373

４ 防災力向上事業 14,983 15,918 ▲ 935

５ 安全・安心まちづくり推進事業 1,977 2,434 ▲ 457

２ セーフコミュニティ 12,692 15,165 ▲ 2,473

３ さかえ環境まちづくり推進事業 13,989 15,311 ▲ 1,322

８ 高齢者・障害者支援事業 13,232 14,018 ▲ 786

９ おもてなし区役所推進事業 9,715 7,070 2,645

６ 福祉保健・健康づくり推進事業 6,726 8,418 ▲ 1,692

７ 子育て・子ども応援事業 3,589 3,563 26

合計 103,426 103,646 ▲ 220

事業名 Ｒ３予算額 Ｒ２予算額 増▲減

10 広報・広聴事業 4,785 1,575 3,210

合計 36,542 36,596 ▲ 54

事業名 Ｒ３予算額 Ｒ２予算額 増▲減

１　統合事務費 20,947 21,516 ▲ 569

15,595 15,080 515

３　土木事務所 11,661 11,475 186

４　公会堂 49,252 49,775 ▲ 523

１　区庁舎等 61,709 61,136 573

２　区版市民活動支援センター 13,056 18,894 ▲ 5,838

７　区民文化センター 113,050 113,050 0

８　老人福祉センター 87,960 87,960 0

５　地区センター（３か所） 99,982 100,149 ▲ 167

６　ログハウス 8,677 8,677 0

11　広場・遊び場等（８か所） 1,321 1,355 ▲ 34

12　区庁舎・区民利用施設修繕費 3,247 2,897 350

９　コミュニティハウス（４か所） 42,100 42,096 4

10　スポーツセンター 36,390 37,040 ▲ 650

合計 528,405 534,504 ▲ 6,099
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令和３年度 栄区予算案の考え方

やさしさと自然を感じられるまち さかえ 

～人がつながり 地域がつながる～

 

 

 

 

 

 

Ⅰ「まちの魅力づくり」 

Ⅱ「みんなが支えあい・助けあい、安心を感じるまちづくり」 

Ⅲ「防災力・減災力の強化」 

        

・第４期栄区地域福祉

保健計画の策定

・育児に関するリーフ

レットの作成

・就労支援テキストの

作成

・広報スピーカーの

出力アップ

・福祉避難所開設・運営

訓練の実施

地域ニーズやマイナンバーカードの

普及などの社会情勢の変化を捉えて、

区民の皆様に寄り添った行政サービス

の提供につなげます。 

・地域活動に関する

ポータルサイトの

構築

・本郷台駅周辺地区

の魅力向上検討

地域活動の担い手育成を促進する取組、 

駅周辺のまちづくり、環境に配慮した取 

組など、誰もが暮らし続けたいと思える 

魅力的でにぎわいのあるまちづくりを進 

めます。 

地域の皆さまと連携しながら第４期栄 

区地域福祉保健計画を策定し、子育て支 

援や障害児・者との交流事業、高齢者の 

地域ケアなどを推進します。セーフコミ 

ュニティの取組の理解を広げ、安全・安 

心なまちづくりに取り組みます。 

激甚化する風水害などの大規模災害発 

生時に適切な避難行動、被害軽減につな 

がるよう、自助・共助・公助による防災・ 

減災の向上に向けた取組を推進します。 

Ⅳ「地域に寄り添う区役所の推進」 

＜基本的な考え方＞ 

社会情勢の変化や区民ニーズに適切に対応するため、「現場主義」を徹底し、地域の声を伺うと

ともに、SDGs（持続可能な開発目標）を意識した取組を進め、区民の皆様に寄り添った行政サービ

スを持続的に提供します。

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を見据え、感染症対策の徹底と「新しい生活様式」へ

の転換・定着を念頭に置いて事業に取り組み、誰もが安全・安心に暮らせる、自然豊かな環境で人

や地域のつながりを実感できるまちを目指します。

＜主な取組＞ 

・コンビニ交付サービス

の普及啓発 

・栄区人材育成研修の

実施

SAKAESTA(令和３年 12月開所予定) 
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◆令和３年度個性ある区づくり推進費　自主企画事業費

(１) タッチーくんの魅力

発信事業

区政推進課

(２) セカンドキャリア支

援事業

区政推進課

(３) 栄区民まつり

地域振興課

(４) ほっとイルミネーシ

ョン

地域振興課

(５) 商店街にぎわい創生

事業

地域振興課

１　魅力発信・にぎわいあるまちづくり

予算
令和３年度予算額（案） 令和２年度予算額 増▲減

21,738 千円 20,174

事業名等 実施内容  

千円 1,564 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 2,300

前年度予算 1,150

Ｒ３予算 1,520

（単位：千円）

【重点事業】

執行済額

Ｒ３予算 4,778

執行済額

　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
して成長させるため、知名度向上を目指します。

(1)着ぐるみを活用したＳＮＳ等による積極的な情報発信（通年）
(2)タッチーくんグッズの販売・ＰＲ（通年）
(3)タッチーくん着ぐるみのメンテナンス

執行済額

730

　商店街の認知度の向上を図り、コロナ禍においても商店街のさらなる
活性化に向け、商店街を紹介するホームページのコンテンツ拡充及び商
店街主催イベント等への支援を実施します。Ｒ３予算 1,500

(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 4,950

  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。

執行済額 (1)商店街を紹介するホームページのコンテンツ拡充
(2)商店街で開催するイベント等の支援前年度予算 1,500

Ｒ３予算 711 (1)イルミネーション点灯式（12月上旬）
(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

  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）

Ｒ３予算 4,950

　区民のセカンドキャリア選択の支援及び地域活動の担い手育成を促進
するため、地域活動団体の情報等を検索できるポータルサイトを構築し
ます。

　(1)ポータルサイト開設（12月）
　(2)ポータルサイトのＰＲ（12月～３月）
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(６) 栄区ならではのおも

てなし推進事業

地域振興課

(７) 区民活動支援事業

地域振興課

(８) ＳＡＫＡＥヤング

フェスティバル事業

地域振興課

(９) 栄区中学校対校駅伝

大会

地域振興課

(10) 友好交流都市事業

地域振興課

(11) 栄の歴史・文化事業

地域振興課

(1)区民活動センター広報紙「ぷらっと通信」の発行（４月～10月）
(2)各種講座・イベント（４月～11月）
(3)ぷらっとカフェ（４月～11月）

１　魅力発信・にぎわいあるまちづくり

執行済額

(1)来浜する外国の方への「栄区ならではのおもてなし」の実践
(2)外国の方へのおもてなし、多文化共生に係る講座

(1)「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
(2)区内に設置されている歴史案内パネルの一斉点検【新規】

執行済額

前年度予算 381

執行済額

Ｒ３予算

  東京2020オリンピック・パラリンピック開催を契機に横浜を訪れる外
国からのお客様に向けて、区内で活動する団体等の力を生かした「おも
てなし」を実践します。また、担い手のすそ野を広げるための講座等を
実施します。

Ｒ３予算

執行済額

(1)区民による友好交流都市情報紙の作成
(2)啓発物品の作成による友好交流都市事業のＰＲ

執行済額

Ｒ３予算 1,010

　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）

900

執行済額

　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。

前年度予算 1,010

1,420

前年度予算 893

Ｒ３予算

　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。

前年度予算 1,300

Ｒ３予算 728

(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 1,410

  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

　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。

Ｒ３予算 221
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(12) 読書活動推進事業

地域振興課

(13) 昼休みコンサート事

業

地域振興課

(14) 夏休みコンサート事

業

地域振興課

(15) 栄区民芸術祭事業

地域振興課

(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

１　魅力発信・にぎわいあるまちづくり

660

前年度予算 610

40

前年度予算

執行済額

2,900

(1)昼休みコンサート（毎月第２木曜日の12時20分～12時50分）

前年度予算

Ｒ３予算

Ｒ３予算

40

200前年度予算

(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

(1)読書啓発イベント
(2)啓発物品の作成・配布
(3)図書館や区内図書関連施設のＰＲ（通年）

  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）

Ｒ３予算 2,700

執行済額

  第二次栄区読書活動推進目標に基づき、区民の読書活動を推進するた
め、啓発事業を実施します。

執行済額

  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。

  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）Ｒ３予算 200

執行済額
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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

(3)データ収集及び分析（通年）

　幅広い世代の方にセーフコミュニティを知る機会を設けるとともに、
日頃の活動への感謝を表すため「さかえセーフコミュニティフォーラ
ム」を開催します。

15,165

前年度予算

(5)認証都市との交流・情報交換

(2)傷害サーベイランス分科会（２回）

Ｒ３予算

千円

執行済額 (1)フォーラム（10月）

12,692 ▲ 2,473 千円

　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。

Ｒ３予算 1,050

865

  区内のスポーツ中の事故やけがを防ぐため、専門家を交えながら、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。

　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。また、セーフコミュニティ連絡帳を活用して、子育て世
代のセーフコミュニティ認知度の向上を図ります。

執行済額 (2)タウン紙を用いた広報

前年度予算 1,500

２　セーフコミュニティ

前年度予算

（単位：千円）

千円

事業名等

1,300

Ｒ３予算

  (1)分科会（２回）
  (2)乳幼児の事故予防の啓発（通年）
  (3)市立保育所における運動指導（通年）
  (4)放課後施設や保育所等における危険予知トレーニング（通年）
　(5)「セーフコミュニティ連絡帳」の増刷（12月）

令和２年度予算額 増▲減
予算

令和３年度予算額（案）

　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。

Ｒ３予算 1,300

(3)ＰＲ動画の活用

執行済額

780

執行済額

3,430

前年度予算 1,560

880 (1)分科会（２回）
(2)分科会企画講習会（１回）
(3)専門家を交えた取組の推進（通年）

1,730

(4)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（４月）

％

実施内容  

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円

(1)啓発グッズの作成・配布

Ｒ３予算
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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

(1)分科会（４回）
(2)世代別啓発物品の作成
(3)街頭キャンペーン
(4)ヘルメット着用アンケート
(5)新入学児童用ランドセルカバーの配布

(1)分科会（３回）

前年度予算

２　セーフコミュニティ

235

執行済額

  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。

Ｒ３予算 939

執行済額

前年度予算 1,439

前年度予算

Ｒ３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。

420

924前年度予算

　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、中学生への「いのちの授業」の実施を通じて、次世代を担う
子どもたちを育成します。

(2)転倒予防及びヒートショック対策の普及啓発(通年)

(3)各地域ケアプラザでの研修会の開催（６回）

934Ｒ３予算

　(1)分科会（２回）
  (2)「栄防災ノート」の印刷・配布（通年）

(1)栄区地域福祉保健計画策定・推進会議（２回）

執行済額

(1)分科会（２回）
(2)啓発物品の作成及び啓発活動
(3)振り込め詐欺に関するアンケート
(4)新入学児童用防犯ブザーの配布

389

(1)分科会（２回）

Ｒ３予算 400

執行済額

前年度予算

180

127

Ｒ３予算 389

前年度予算 127

Ｒ３予算 180

　(2)啓発物品の作成及びイベント等での普及啓発（通年）

　(3)中学校等における出前講座の開催（通年）

執行済額

　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。

  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。

前年度予算

Ｒ３予算 240

執行済額 　(1)分科会（６回）

　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。

　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。

執行済額
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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

(4)栄区地域福祉保健計画（さかえ・つながるプラン）の推進にあたり
　 補助金を交付【新規】

　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。

Ｒ３予算

執行済額 (1)素案の作成、区民意見募集（７月）

1,832Ｒ３予算

前年度予算

(2)地区支援チーム員のスキルアップ研修（７月）

　令和２年度に作成した骨子をもとに、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、第４
期計画を策定します。

(3)「さかえ・つながる通信」の発行（２回）

(1)「さかえ・つながるフォーラム」（１回）1,826

前年度予算 598

2,283 (2)第４期計画の完成（10月）

執行済額
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(１) 本郷台駅周辺のまち

づくり推進

区政推進課

(２) バス停留所上屋設置

補助事業

区政推進課

(３) 郊外住宅地の持続可

能なまちづくりの推

進

区政推進課

(４) 栄ＩＣ・ＪＣＴ

（仮称）周辺のまち

づくり

区政推進課

(５) 区づくり連絡調整費

区政推進課

　地域の重要な公共交通機関である路線バスの利用促進とそれによる維
持の一環として、バス待ち環境を改善するためにバス停留所上屋設置費
の一部を補助します。

(1)バス停留所上屋設置（１箇所）にあたりバス事業者へ補助金を
　 交付

1,000

執行済額

前年度予算 1,000

Ｒ３予算

  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るた
め、駅前からいたち川にかけての魅力向上やエリア全体のまちづくりに
ついて検討します。

(1)本郷台駅周辺地区の魅力向上検討（５月～３月）

1,720

執行済額

前年度予算 0

予算
令和３年度予算額（案）

Ｒ３予算

　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。

令和２年度予算額 増▲減

13,989

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。

前年度予算

千円 ▲ 1,322

執行済額

前年度予算 1,000

Ｒ３予算

執行状況（７月末時点）
執行率

千円 ％

15,311

３　さかえ環境まちづくり推進事業

（単位：千円）

【新規】

60

事業名等

(1)旧庄戸中学校後利用の公募に向けた庁内調整（通年）
(2)上郷ネオポリスのまちづくりに関する庁内調整（通年）

Ｒ３予算 10 (1)地域との意見交換（２回）

Ｒ３予算 3,020

執行済額

前年度予算 3,020

千円

執行済額

　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、道
路整備の進捗に合わせて、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。

千円

50

執行済額
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(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) 本郷台駅前上屋等の

維持管理

区政推進課

(10) 愛護会活動支援事業

土木事務所

(11) 安心・安全な道づく

り事業

土木事務所

(1)愛護会活動のＰＲ及び支援(通年）
(2)横浜市公園愛護会表彰報告及び区長表彰とともに、「栄区愛護会の
   つどい」の開催（11月）

　身近な公園や、いたち川を中心とした河川・水路の維持管理を行って
いる、公園愛護会・水辺愛護会の活動活性化を図るため、支援を行いま
す。

1,000

前年度予算 1,000

　栄区と鎌倉市を結ぶ天園（ハイキングコース）への玄関口について、
階段に手すりを整備し、利用者への安全と安心を向上させます。

Ｒ３予算

執行済額

(1)照明電気料金の支出（毎月）
(2)上屋の定期清掃（10月～１月）

(1)手すりの設置（下半期）

前年度予算 1,400

Ｒ３予算 2,850

執行済額

1,306

執行済額 (1)広報誌を活用した魅力の発信（通年）
(2)環境活動団体等との交流会（３月）前年度予算

370 (1)親子の社会科見学（８月）
(2)節電チャレンジ（12月～１月）

Ｒ３予算 1,165

執行済額

執行済額

Ｒ３予算

前年度予算 370

Ｒ３予算 333

執行済額

前年度予算 198

1,760

　区民の自然環境に対する関心を深めるため、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するとともに、環境活
動団体等との情報共有の場として、交流会を実施します。Ｒ３予算

1,302

　本郷台駅前にある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。

　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。

３　さかえ環境まちづくり推進事業

前年度予算

　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るとともに、「Garden Necklace YOKOHAMA 2021」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。ま
た、台風の影響により倒木した里帰り桜を復旧します。

　(1)愛護会やその他区民活動の支援（通年）
　(2)オープンガーデン開催支援（５月～３月）
　(3)土木事務所前交通島や本郷台駅前植栽枡への花植え（２回）
　(4)里帰り桜の復旧（１月）【新規】
　(5)いたち川桜ライトアップ（３月）
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(12) ３Ｒ推進事業

地域振興課

(13) 生ごみ等堆肥化事業

地域振興課

744

  生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発のため、栄区民のミニ・キエー
ロ購入費の一部を補助します。併せて、区民の購入につなげるため広報
による周知を強化します。Ｒ３予算 808

執行済額

347

執行済額

３　さかえ環境まちづくり推進事業

　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。

Ｒ３予算 347 (1)使い切りクッキング教室（６回）
(2)啓発物品の作成・配布

前年度予算

前年度予算

　(1)「ミニ・キエーロ」購入についての補助金を交付【拡充】

　　◆拡充内容
      令和２年度実績を踏まえて補助対象件数を引き上げ

　(2)キエーロ説明会等による普及促進に向けた広報
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(１) 水害対策事業

総務課

(２) 震災対策事業

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) 災害時要援護者支援

事業

福祉保健課

執行済額

前年度予算

【重点事業】

8,193

執行状況（７月末時点）
執行済額

％

2,577

  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。

前年度予算

千円 千円

執行済額

　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。

(1)地域防災拠点の資機材の点検・修繕（通年）
(2)地域防災拠点運営委員会連絡協議会（５月）
(3)出前講座（通年）
(4)拠点用物品の購入・配備（通年）

15,918 ▲ 935

(1)自治会・町内会を主な対象とした講演会等（１回）
(2)自治会・町内会が実施する避難支援訓練等の実施にあたり補助金を
　 交付
(3)出前講座・相談等

執行済額

前年度予算 850

Ｒ３予算 650

Ｒ３予算 320 (1)啓発物品の作成・配布（通年）
(2)防災マップの印刷・配布（通年）
(3)出前講座（通年）

執行済額

執行率

千円

４　防災力向上事業

前年度予算

1,770

420

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。

Ｒ３予算 8,713 (1)水害対策連絡協議会（６月）
(2)講演会（９月）
(3)水害対策広報スピーカーの出力アップ及び河川水位警告灯設置
(4)関係機関と連携した広報手段の確立及び訓練（通年）
(5)栄区避難所マップ（風水害編）の更新・全戸配布（～10月）

予算
令和３年度予算額（案） 令和２年度予算額 増▲減

14,983 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。

　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。

Ｒ３予算

Ｒ３予算 1,930 (1)区本部運営訓練（９月、１月）
(2)蓄電池・ソーラーパネルの購入（１セット、７月）【新規】
(3)災害用ゴムボートの購入（１艘、７月）

執行済額

前年度予算 2,250

（単位：千円）
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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

執行済額

Ｒ３予算 810

４　防災力向上事業

(1)災害医療連絡会議（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。

　地域防災拠点でのペット一時飼育場所の確保を促進するため、ペット
同行避難用のテントを配付します。また、ペットの防災対策について啓
発を行います。

(1)地域防災拠点へのテント募集・配付（５月、９月）【拡充】
　
　◆拡充内容
　  令和２年度実績を踏まえて配付対象件数を引き上げ

(2)周知チラシの作成、配布（5,000枚、通年）

前年度予算

前年度予算 813

執行済額

Ｒ３予算 290

執行済額

前年度予算 335

　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。

480

Ｒ３予算 500

(1)福祉避難所連絡会（２回）
(2)段ボールベッド等の開設等訓練支援物資の配布（１月）
(3)専門家の知見を取り入れた開設・運営訓練（下半期）【転換】
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(１) スクールゾーン・自

転車対策事業

地域振興課

(２) 生活衛生普及啓発事

業

生活衛生課

(３) 食品衛生普及啓発事

業

生活衛生課

(４) 動物適正飼育推進事

業

生活衛生課

前年度予算

執行済額

増▲減

執行済額

前年度予算

令和２年度予算額

(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）
(4)本郷台駅・大船駅北口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

200

千円
（単位：千円）

前年度予算

Ｒ３予算

執行率

Ｒ３予算

％

305

Ｒ３予算 50

千円

執行状況（７月末時点）

執行済額

801

前年度予算 826

1,103

事業名等 実施内容 

　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。

Ｒ３予算 826

千円

300

執行済額

1,977 ▲ 457千円 2,434

５　安全・安心まちづくり推進事業

予算
令和３年度予算額（案）

(1)わんわんパトロール募集、啓発（通年）
(2)犬及び猫の適正飼育に関する啓発（通年）
(3)犬及び猫の適正飼育に関するセミナー（各1回）
(4)飼い主表彰（10月）
(5)地域猫活動の支援（通年）【新規】

　高齢者や子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。また、テイクアウトやデリ
バリーを行う事業者に食品衛生に関する情報提供を行います。

(1)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（通年）

(2)テイクアウトやデリバリーを行う事業者に食品衛生に関する情報
提供（通年）【拡充】

◆拡充内容
事業者への食品衛生に関する情報提供回数の増加

マナーアップの啓発や地域の見守りを併せて行う飼い主を募集し、散
歩の時間を活用した啓発を行います。適正飼育講習会や長寿犬表彰を行
うことで、動物愛護の意識を醸成します。飼い主がいない猫に関わる地
域の問題を減少させるため、地域猫活動の支援をします。

ハチの駆除支援として防護服の貸出しや安全な駆除方法の周知啓発を
行います。モデル事業として実施した３か年間の「蚊の対策事業」の成
果を取りまとめ、わかりやすい蚊対策のチラシを作成し、他の地域でも
取り組みやすい支援・啓発を展開します。

(1)ハチ駆除用防護服の貸出し及び駆除方法の啓発（通年）
(2)蚊対策チラシ作成（1,000枚、６月）
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(１) 「健康長寿　さ・か

・え」推進事業

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

令和３年度予算額（案）

580

前年度予算 1,220

実施内容  

千円 ▲ 1,692 千円

執行状況（７月末時点）

(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
　 等の作成（2,000枚、11月）

令和２年度予算額

％

Ｒ３予算

執行済額

  区内死亡率第１位のがんについて早期発見するため、特に、女性特有
のがんを重点に、がん検診の受診者増を図ります。

６　福祉保健・健康づくり推進事業

予算

執行済額 執行率

千円

Ｒ３予算

執行済額

前年度予算 1,951

　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。

228

前年度予算

436

前年度予算

執行済額

増▲減

6,726

(1)乳がん・子宮がん検診のリーフレット等を活用した普及啓発
                                           （各1,500部、９月）
(2)区で開催する事業等の待ち時間でのＤＶＤ視聴等による普及啓発

220

千円 8,418

  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）

(1)リーフレット増刷（1,200部、10月）
(2)クリアファイル作成（1,500枚、10月）

140

436

事業名等

前年度予算

Ｒ３予算

228

（単位：千円）

執行済額

　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」の開
催（７月）や地産地消のＰＲを行います。Ｒ３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

Ｒ３予算

  令和元年度に実施した「栄区民の健康状態実態調査」の結果を踏ま
え、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。

　(1)地域ケアプラザや保健活動推進員等と協力し、各地区の状況に合わ
　 　せた啓発の実施（通年）
　(2)区民まつり等のイベントを通じた啓発（11月）
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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

(1)オリジナルテキスト「食育はじめのいっぽ」増刷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1,000部、10月）
(2)３歳児健診におけるオリジナルテキスト等を活用した食育講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22回）
(3)保育所等と連携した食育の実施【新規】

 (2)アウトリーチパートナーの周知促進のチラシ・グッズ作成（６月）

(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

　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。

Ｒ３予算 45

６　福祉保健・健康づくり推進事業

177

執行済額

前年度予算 330

　生活困窮者自立支援制度の周知・地域支援充実のため、アウトリーチ
パートナー向け研修を実施します。

Ｒ３予算

  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。

Ｒ３予算

執行済額

245

515前年度予算

Ｒ３予算 549

執行済額

前年度予算 219

  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。

執行済額 (1)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

前年度予算 315

315

執行済額

  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。

(1)就職に向けて準備することや就職活動中の注意点、面接スキルアッ
　 プ手法等を網羅し、相談窓口でも活用できる就労支援テキストの
   作成（150部、６月）【転換】
(2)面接等に必要なスーツ等の貸出（通年）

Ｒ３予算 300

　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 304

　(1)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）

Ｒ３予算 451

(1)食事見直しシートを活用した成人期の食育講座等（８回）
(2)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
(3)食生活等改善推進員養成の周知促進のチラシ作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10,000枚、５月）
(4)食事見直しシートマグネット版印刷（1,000枚、６月）【新規】
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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

2,170

  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）

Ｒ３予算

前年度予算

  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。（11月）

執行済額

前年度予算 1,970

(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【拡充】

　◆拡充内容
　　開催経費の増額による補助上限金額の引き上げ

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

６　福祉保健・健康づくり推進事業

115

Ｒ３予算 115
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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

　妊娠期から乳幼児期までの切れ目のない支援を充実させるため、様々
な機会を通じて養育者向けの情報発信を行います。

  (1)子育てマップ（にこにこＭＡＰ）発行（2,000部）

  (2)父子手帳（パパの子育てノート）発行（650部）

(3)栄区妊娠・出産・子育てマイカレンダー発行（900部）【新規】

(4)育児に関するリーフレットの作成（500部）【新規】

Ｒ３予算

７　子育て・子ども応援事業

千円

千円

前年度予算 945

前年度予算

478

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。Ｒ３予算 224

執行済額

3,563

  (1)育児応援教室（月１回）

　(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 224

予算
令和３年度予算額（案）

　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。また、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。
　

Ｒ３予算

120

  (1)授乳相談（月１回）

執行済額

　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。

1,005

執行状況（７月末時点）

執行済額

執行済額 執行率

　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

令和２年度予算額 増▲減

3,589

Ｒ３予算 478

千円 26

執行済額   (1)妊婦・養育者メンタルヘルス相談（月２回）

千円

実施内容  

％

Ｒ３予算 120

執行済額

（単位：千円）

259

前年度予算 259

19



(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) 栄区児童生徒スポー

ツ・文化活動表彰

こども家庭支援課

  (1)施設職員向け研修（10回）
  (2)大規模地震ポケットカード増刷（4,000部、10月）
　(3)地域に出向いた子育て支援（通年）
　(4)地域高齢者と園児の世代間交流（通年）

Ｒ３予算 660

７　子育て・子ども応援事業

　地域子育て支援充実のため、保育・教育施設職員向け研修の実施、保
育・教育施設向けポケットカードの増刷・配付、併せて市立保育所にお
いては地域に出向いた子育て支援や世代間交流を行います。

執行済額

601

　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。

Ｒ３予算 24

前年度予算

執行済額

前年度予算 762

前年度予算 24

前年度予算 150

(1)区長による児童生徒の表彰（11月）

200

執行済額

Ｒ３予算

執行済額

　(1)運営相談支援（通年）
  (2)講師派遣（７月、10月、３月）

Ｒ３予算 619   (1)地域育児教室（月１回、区内地域ケアプラザ等７会場）

　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。

　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。
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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) 家族のための介護

カウンセリング事業

高齢・障害支援課

(４) パラフェスタ❤さか

え

高齢・障害支援課

(５) 栄区障害理解推進

事業

高齢・障害支援課

　(1) 区役所窓口に飾る区内障害福祉事業所による花のデリバリーを拡
　　　充実施（設置窓口及び委託先事業所の増）

  共生社会実現のため、障害者週間に合わせ、障害の有無に関わらず誰
もが参加・体験出来るイベントを区内関係機関等と協働で開催します。

千円

(1)パラフェスタ❤さかえ2021の開催（12月上旬）

実施内容  

千円

８　高齢者・障害者支援事業

予算
令和３年度予算額（案）

執行済額

前年度予算 1,200

(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）

　高齢者を対象に、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。

前年度予算 1,099

1,095

執行済額

358

Ｒ３予算 301

前年度予算

Ｒ３予算

14,018 ▲ 786

執行済額

450

　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進めます。

Ｒ３予算

(1)臨床心理士によるカウンセリング（18回）

前年度予算

（単位：千円）
％

令和２年度予算額 増▲減

【所 在 地】栄区桂町711番地（水道局旧栄営業所施設）
【開設年月】平成23年３月
【入居施設】(1) 地域子育て支援拠点｢にこりんく｣(約700㎡)
　  　　　　(2) 青少年の地域活動拠点｢フレンズ☆SAKAE」(約70㎡)
　  　　　　(3) 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ｢ぴっころんど｣(約250㎡)
　  　　　  (4) 栄区基幹相談支援ｾﾝﾀｰ・後見的支援室｢とんぼ｣(約160㎡)

560

13,232

執行済額 執行率

千円

前年度予算 450

10,911

Ｒ３予算

Ｒ３予算 10,826

事業名等

  認知症や難病の方の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。

  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。

執行済額

執行済額

千円

執行状況（７月末時点）
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(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) 窓口混雑緩和に向け

た区民サービス向上

事業　　　

戸籍課

　コンビニ交付サービス（セルフ手続き）の普及啓発及び庁舎本館１階
待合スペース等の環境改善に取り組むことで、窓口混雑の緩和に向けた
区民サービスの向上を進めます。

　(1)コンビニ交付サービス（セルフ手続き）普及啓発
　(2)待合スペース等環境改善

％
（単位：千円）

(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））

3,000

執行済額

  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。Ｒ３予算 1,773

(1)区民ニーズに応じた庁舎環境の改善（通年）

Ｒ３予算 3,000

執行済額

前年度予算 0

Ｒ３予算

執行済額

執行済額

前年度予算

千円

  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。

Ｒ３予算

執行済額

増▲減

千円

　来庁者が安全に気持ちよく過ごしていただけるよう、安全性や利便
性・快適性に配慮した庁舎改善を実施します。

執行率

予算
令和３年度予算額（案）

221 (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）

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。

2,645 千円

執行状況（７月末時点）
執行済額

9,715 千円

Ｒ３予算

1,389

前年度予算 221

3,000

7,070

(1)接遇研修（全職員対象、６月～11月）
(2)人権啓発研修（全職員対象、通年）
(3)チーム力アップ研修（通年）
(4)職員向けスキルアップ研修（６月～８月）

1,121

令和２年度予算額

９　おもてなし区役所推進事業

前年度予算 1,760

前年度予算

事業名等

　　【重点事業】【新規】
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(６) 出生・結婚おめでと

うプレゼント

戸籍課

(７) 租税教育の充実事業

税務課

　租税教育を目的とした区内小学校への出前講座を開催するにあたり、
税の啓発グッズを作成し、出前講座などで活用します。

　(1)区内小学校での出前講座などで活用（４月～５月）

  出生届・婚姻届を提出したお客様に、記念品にお祝いメッセージを添
えてお渡しします。

Ｒ３予算

Ｒ３予算 100

前年度予算

200

執行済額

前年度予算

(1)出生届・婚姻届を提出した方に、記念品を贈呈（通年）

執行済額

500

500

９　おもてなし区役所推進事業
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(１) 栄区広報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) コミュニティー

ポール維持管理事業

区政推進課

(６) 明るい選挙啓発事業

総務課

　(1)駅前コミュニティーポール点検作業（10月）

4,785 千円 1,575

前年度予算

　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。
　                                               （11月～12月）

前年度予算 0

　駅前のコミュニティーポールを安全に使用するため、点検作業を行い
ます。

Ｒ３予算 200

執行済額

前年度予算 0

0

212

　投票率向上のため、選挙啓発を実施します。

Ｒ３予算

執行済額

前年度予算

　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
エフエム戸塚から、情報の発信を行います。

【隔年】

Ｒ３予算 1,400 (1)区民生活マップの更新（10月～３月）

執行済額

　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。

【隔年】

(1)区政、消防、防犯等に関する情報発信
  （毎日7時55分～8時、11時55分～12時の２回放送）

前年度予算

713

（単位：千円）

3,210 千円

713

　栄区の魅力や情報をＰＲするため、ＴＶ放送用の動画をWeb用データに
変換し、区のホームページ等で公開します。

千円

Ｒ３予算

増▲減

前年度予算 250

(1)Web用データを活用した、区の魅力のＰＲ（通年）

Ｒ３予算 212

執行済額

執行済額

予算
令和３年度予算額（案） 令和２年度予算額

Ｒ３予算 230

1,570

(1)選挙啓発物品の作成・配布（７月）
(2)区内小中高等学校への出前講座（１月～２月）
(3)選挙啓発マスコット（イコットジュニア）着ぐるみのメンテナンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（12月）

事業名等 実施内容  

％

10　広報・広聴事業

執行済額

執行状況（７月末時点）
執行済額 執行率

千円

24



(７) ＳＡＫＡＥ早わかり

ノート

総務課

執行済額 (1)「ＳＡＫＡＥ早わかりノート」の発行（2,000部、３月）

前年度予算 0

10　広報・広聴事業

　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】

Ｒ３予算 460

25


	010_表紙イラストフチあり(令和３年第１回)
	空白ページ

	020_【頭紙】令和３年度個性ある区づくり推進費予算について
	030_【キャンバスなしバージョン】R３予算総括表0129 
	040_【最終案】_予算案の考え方_20210125
	050_【0201時点】【様式】令和３年第１回用資料（予算）
	※こちらを修正してください＜とりまとめ版＞




