
〇地域福祉保健計画を踏まえ、地域や関係団体等と

連携し、暮らしやすいまちづくりを進めます。 

〇健康づくり、介護予防及び認知症対策などの取組

を推進します。地域での障害理解を進める出前講

座等に取り組みます。 
  
〇様々な課題を抱える家庭や生活に困窮する方への

包括的な相談・支援により、生活基盤の安定・自

立を図ります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 目標達成に向けた施策 

子ども・青少年の育成 

 

〇新たな魅力創出の取組や自然・歴史などの地域

資源の活用により、瀬谷の魅力を発信します。 

〇国際園芸博覧会の招致に向けた機運の醸成をは

じめ、旧上瀬谷通信施設の土地利用の検討や、将

来のまちづくりの取組を進めます。  

〇生涯学習や読書活動の推進、スポーツ振興など、

区民活動を支援します。 

 

 隣近所での顔の見える関係づくりや、地域活動の担い手となる人材の発掘・育成等、地域の特性に応じた

主体的・自立的な取組を、地区支援チームと関係課が連携しながら支援します。 

 日々の業務で接する区民一人ひとりの課題の解決に向けて、親身に取り組みます。 

  

共感・信頼の区役所 

〇災害に備えた危機管理対策や地域の防災体制の

強化に向けた取組を進めるとともに、自助、共助

に向けた取組を支援します。また、ペット同行避

難訓練を実施します。 
 
〇地域の自主的な防犯活動や交通安全運動などを

支援すると共に放置自転車対策に取り組みます。 

〇食中毒・感染症の予防対策を推進します。 

Ⅰ 目標達成に向けた基本姿勢 ～地域からの信頼に応え、地域とともに歩む区役所～ 

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 

安全・安心のまちづくり 

 区民、関係団体、行政が一体となって、区制 50周年記念事業を行います。 
 区制 50周年を契機に、未来に向けた新たな魅力づくりを進めます。 

〇課の枠を越えた情報共有や連携強化に取り組

み、チーム力を高めます。 

〇ワーク·ライフ·バランス実践のために職場のマ

ネジメントを推進します。 

〇全員がいきいきと活躍できるよう、チーム瀬谷

として健康区役所を目指します。 

瀬谷区制 50周年の取組 

〇元気で心豊かな子ども・青少年を育む取組や、地

域・学校と連携した小中学生への学習支援を行い

ます。 
 

〇各種保育・教育サービスや情報を提供し、乳幼児

から学齢期まで切れ目のない支援を行います。 
   
〇子育て世帯の支援や、児童虐待等の早期発見・予

防に向けた取組を推進します。 

 
 

 

職員満足度の向上 

基本目標 

 戸籍、税務、保険・年金、会計、許認可などの窓口業務や高齢者、障害者、子育て、生活困窮者などの相

談・支援業務において、区民の視点に立ったより質の高いサービスを提供します。 
 
 道路、河川、下水道、公園や区民利用施設の維持管理などの業務を、確実かつ速やかに取り組みます。 
 
 マイナンバーなどの個人情報取扱事務や経理事務などの、適正な遂行及び事務処理ミスの防止に区役所全

体で取り組みます。 

幸せが実感できる瀬谷づくり 
瀬谷区制 50周年を迎えて ～思い出も 未来も共に この瀬谷で～ 

令和元年度 瀬谷区運営方針 

〇積極的な挨拶・声かけや、親身な対応、分かり

やすい説明を大切にします。 

〇「おもてなしの行政サービス」の実現のため、

職員一丸となって取り組みます。 

〇誰もが利用しやすい窓口づくりを行います。 
 

健康増進、福祉の充実 

魅力の創出、区民協働の推進 

基本的業務の「正確・丁寧・公平・迅速」な遂行 

区民に寄り添った課題の解決 

＜区民に最も身近な総合行政機関として＞ 

＜地域協働の総合支援拠点として＞ 

区民満足度の向上 



参考 主な事業・取組【各課の取組】 

基本姿勢  基本的業務の「正確・丁寧・公平・迅速」な遂行 

【総務課】（窓口 38、39） 

 「幸せが実感できる瀬谷づくり」の推進に向け、区役所一体となって取り組めるよう、各課をサポートします。 

【区政推進課】（窓口 36、37） 

区役所の連携の要として、中長期的な視点で、率先して課題解決に取り組みます。 

【地域振興課】（窓口 34、35） 

区民の皆様と共に地域の課題解決に取り組み、より良い地域づくりをサポートします。 

【戸籍課】（窓口 23、24、25） 

積極的な声かけによりニーズを的確に把握し、お客様の視点に立った窓口サービスを提供します。 

【税務課】（窓口 30、31、32、33） 

課内係間での情報の共有を図り、ミスのないようダブルチェックを行う等、「正確・丁寧・公平・迅速」な

業務遂行により、着実な市税の課税・徴収に取り組みます。 

【区会計室】（窓口 22） 

公金支出の最後の砦となる会計機関として、より正確・公平な審査に取り組みます。 

【福祉保健課】（窓口 44） 

区民の皆様が地域でいきいきと暮らせるよう、健康・福祉の充実に取り組みます。 

【生活衛生課】（窓口 43） 

区民の皆様の「食の安全」と「快適な生活環境」をサポートします。 

【高齢・障害支援課】（窓口 40、41） 

福祉保健の総合相談や各種事業を通して、高齢者・障害者に質の高いサービスを提供します。 

【こども家庭支援課・市立保育園】（窓口 40） 

乳幼児から学齢期までの子育て世帯等に寄り添った切れ目のない支援を行うとともに、市立保育園で 

 は、あかちゃんの駅や園庭開放、育児相談などを通じて、地域の皆様の子育てを支援します。 

【生活支援課】（窓口 42） 

相談者の気持ちに寄り添った丁寧な対応と必要な支援を行うとともに、職員同士が協力し正確で迅速な事

務処理を行います。 

【保険年金課】（窓口 26、27、28） 

区民の皆様に信頼される正確かつ迅速な事務手続きと分かりやすい丁寧な応対をします。公的医療保険財

政の健全化に努めます。職員全員がやりがいを持って業務を遂行します。 

【土木事務所】 

職員一人ひとりが区民の皆様の声を聴き、所内一丸となって道路、河川、下水道、公園の維持管理を適切

に行い、安全・安心で暮らしやすい街づくりに取り組みます。 

基本姿勢  区民に寄り添った課題の解決 

・地域活動の人材発掘、育成 （地域振興課、福祉保健課） 

地域活動の手法を学び、活動への参加のきっかけや更なるスキルアップにつながる講座等により、地域で活

躍する人材づくりを進めます。 

・元気な地域づくりに向けた支援 （地域振興課） 

地区支援チームが活動しやすい環境づくりや研修等の実施により、地域の自主的・主体的な課題解決の取組

を支援します。 

 



参考 主な事業・取組【施策ごとの取組】 

〔施策〕 子ども・青少年の育成 

【主な事業・取組】 

・安心して子どもを産み育てられる環境づくり （こども家庭支援課） 

身近な地域での仲間づくりや地域の子育て力を高めていけるよう支援します。 

・生きる力を育む小学生の学習支援 重点 （こども家庭支援課） 

 学習意欲や学習習慣を身につけるため、小学校の空き教室等で、放課後の学習支援を実施します。 

・生活困窮世帯等のこどもに対する学習支援ボランティアの養成 重点（生活支援課） 

 地域での学習支援を安定的、継続的に実施するため、講座を通じて地域人材の掘り起こしを行い、学習支援の担い

手の創出を図ります。またボランティアの交流による定着とスキルアップを目的とした研修を行います。 

・元気な子どもたちを育む取組 （地域振興課）  

瀬谷の子どもや青少年の元気で心豊かな成長に向けた取組を、瀬谷の自然や資源を活かしながら、区民や青少

年団体等と連携して支援します。 

・児童虐待防止に向けた取組 （こども家庭支援課） 
育児不安を抱える養育者に対し、丁寧な相談や個別支援を行うとともに、地域や関係団体と連携して児童虐待

防止に取り組みます。 

・せやキッズあいごかい活動 （土木事務所） 

公園愛護会と連携し、小学生などの地域活動への参加を支援します。 

・各種保育・教育サービス情報の提供 （こども家庭支援課） 

 一人ひとりにあった保育・教育サービスの情報提供をきめ細やかに行います。 

・区内の保育所の連携の推進 （こども家庭支援課） 
区内保育施設等と合同で研修を行うなど、公・民保育施設等の一層の連携をはかります。 

・小学生の放課後の居場所づくり （こども家庭支援課） 
すべての子どもたちに豊かな放課後を過ごせる場所と機会を提供するとともに、留守家庭の子どもたちの居場

所の充実を進めます。 

・課題を抱える家庭への支援  （こども家庭支援課） 

 様々な課題を抱えた家庭や子どもに対して、寄り添い型の支援を行います。 

〔施策〕 健康増進、福祉の充実  

【主な事業・取組】 

・みんなで進める健康せや （福祉保健課） 
ウォーキングや食育の推進などの区民の健康づくりの支援、啓発などの取組を進めます。また、区役所・二ツ

橋公園において、「からだまるごと健康フェア」を実施します。 

・地域福祉保健計画の推進～暮らしやすいまちづくりの計画～ （福祉保健課） 

第３期地域福祉保健計画を地域とともに推進します。また、第４期地域福祉保健計画策定に向けた取組を進め

ます。 

・高齢者福祉の推進 （高齢・障害支援課） 

高齢者やその家族など、誰もがいつまでも安心して暮らせる瀬谷を目指し、地域包括ケアシステムの構築を進

めます。 

・高齢者生活相談所の運営支援 （高齢・障害支援課）  

市営南台ハイツの「高齢者生活相談所（あって～南瀬谷）」と阿久和南部地区地域福祉交流拠点「ぽかぽかプ

ラザ」の運営を支援します。 



・障害者福祉の推進 （高齢・障害支援課） 

障害や疾病の有無や程度にかかわらず、地域で安心して生活できるよう取り組むとともに、地域の障害への理

解を促進します。 

・生活保護世帯・生活困窮世帯への就労支援や高校進学支援 （生活支援課） 

生活保護世帯・生活困窮世帯の生活基盤の安定に向けた就労支援、中学生の高校進学に向けた学習支援、高校

生等の中退防止のための定着支援、高校生世代への進路に関する情報提供を行います。 

〔施策〕 安全・安心のまちづくり  

【主な事業・取組】 

・まちの安全に向けた取組の支援 （地域振興課） 

関係団体と連携しながら防犯・交通安全意識の啓発、向上を図ります。 

・防災・減災に向けた災害対策 重点 （総務課、福祉保健課、生活衛生課） 

地震や水害に備え、地域と連携し、防災・減災対策を進めるとともに、自助、共助に向けた取組を支援します。 

・感染症や食中毒の予防に向けた取組 （生活衛生課） 

感染症の発生に備え、迅速で適切な初動対応に向けた施設との協力体制や、予防に向けた啓発などの取組を進めま

す。また、衛生管理に関する正しい情報提供を行います。 

・動物愛護の推進に向けた取組 （生活衛生課） 

狂犬病の予防及び犬や猫の適正飼育や動物愛護思想の啓発活動等を行います。 

〔施策〕 魅力の創出、区民協働の推進  

【主な事業・取組】 

・瀬谷の魅力の総合的な発信  重点 （区政推進課、地域振興課） 

和泉川をはじめ、水と緑豊かな環境や地域に伝わる歴史や民話、史跡などの地域資源を瀬谷の魅力として総合

的に発信し、地域の活性化及び区民満足度の向上を図ります。 

・区民の環境行動の推進 （区政推進課） 

地球温暖化対策や緑化推進の取組など区民の環境行動を推進します。 

・地域のスポーツ活動の推進 （地域振興課） 
地域における生涯スポーツの普及とスポーツを通じた地域交流の場を創出し、地域のスポーツ活動を推進して

いきます。 
・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に向けた取組 （地域振興課） 
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に向けた機運醸成を行い

ます。 
・３Ｒ夢プランの推進 （地域振興課） 

３Ｒ行動の普及啓発やごみの減量化、資源化の推進に取り組み温室効果ガス削減を目指すとともに、まちの美化を推

進します。 

・区民活動の支援 （地域振興課） 

区民同士の交流を促進し、活動がより一層活発になるよう支援します。 

・瀬谷フェスティバル （地域振興課） 
海軍広場（旧上瀬谷通信施設のはらっぱ）において、区民交流の祭典を開催します。 

・商店街の賑わい事業 （地域振興課） 

ＰＲやイベント開催など、商店街とともに賑わいづくりに向けた取組を推進します。 

重点＝平成 31 年度 個性ある区づくり推進費 瀬谷区重点事業 

 
 
 

「幸せが実感できる瀬谷づくり」 

の実現に向けて、取り組んでいきます。 



 

■ 瀬谷区制 50周年記念事業《全体像》 

 50周年記念事業テーマ・キャッチフレーズ 

 《テーマ》 

◎みんなが「つながる」みんなに「つたわる」あしたに「つなげる」 

 《キャッチフレーズ》 

   ◎思い出も 未来も共に この瀬谷で 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

瀬谷区制 50周年記念ロゴ 

50 周年記念事業（2019年１月～12月まで） 

実行委員会事業 

記念式典・二ツ橋公園イベント 

【共催事業】 

 ○12 地区ごとの区民参加事業

を実施（４月～12月） 

 
【後援補助】 

 ○公式グッズ提供 

 ○後援名義 

 
【冠事業】 

 ○記念イベントの名称をつけ

て地域で事業を実施 

 
 
 
 
 

区民提案事業 

【記念式典】        【二ツ橋公園イベント】 
 ○式典           ○子どもたちの歌やダンス 

 ○未来への思いを込めて   ○ブース出展 

 ～30年前のタイムカプセル～   ○ワークショップ 

 ○講演会 

 ○コンサート 

記念イベント 

○記念切手の発行 

○出張！なんでも鑑定団 

○リアル宝探し 

○瀬谷フェスティバル 

記念誌発行 

【内容】 

 ○記念事業のあゆみ 

 ○12 地区の紹介 

 ○子どもたちが描く瀬谷の 

  将来像 

【発行】 

 2020 年３月 

 
○せやまるお祝いカード《３月～12 月》 

○せやまる大花壇事業《３月～５月》 

○からだまるごと健康フェア《６月》 

○バラのおもてなし事業《５月～６月、10月》 

○グルメイベント《７月》 

○史跡を巡るガイドブック制作《10 月》 

○つながるつなげる瀬谷っ子 50 周年記念事業《11月》 

○イルミネーション事業《冬季》 

 

【広報関係】 

 ○HP、広報よこはま 

 ○カウントダウンボード 

 ○50周年応援ソング 

 ○PRグッズ配布 

 ○懸垂幕 等 

 

区役所関連事業 

連携 
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