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区 づ く り 推 進 横 浜 市 会 議 員 会 議 運 営 要 領
制
定 平成 ６年 ５月２５日
最近改正 平成２５年 ８月 ９日
１ 目
的
本市における個性ある区づくり推進費等について協議するため、各区に区づくり推進横浜市会議員
会議（以下「会議」という。）を置く。
２ 招
集
会議は、市会議長が招集する。
３ 構
成
会議は、当該区選出の市会議員をもって構成し、互選による座長を置く。
４ 協議事項
個性ある区づくり推進費に関して協議する。また、区の主要事業（区内において局が行う事業及び
区配事業を含む）に関して必要に応じ協議する。
５ 説 明 員
区長及び区局関係職員とする。
６ 開催内容及び開催時期
開催内容及び開催時期は、次のとおりとする。
（１）個性ある区づくり推進費の翌年度予算案に関して、予算特別委員会の審査日程を考慮して開催す
る。
（２）個性ある区づくり推進費の当該年度執行計画等に関して、６月頃開催する。
（３）個性ある区づくり推進費の前年度実績と当該年度の執行状況及び翌年度予算編成の考え方に関し
て、決算特別委員会の審査日程を考慮して開催する。
（４）局が行う事業及び区配事業を含む区の主要事業に関しては、上記開催時に必要に応じて適宜協議
する。
７ 事 務 等
（１）会議の事務は区長が行い、会議の概要を記載した議事録を作成する。
（２）議事録は、会議の日時、場所、出席者、議題及び発言の要旨を記載する。
（３）座長は、議事録を議長に提出する。提出された議事録は、議長において、これを公開する。
附 則
この要領は、平 成 １ ６ 年 １ ２ 月 １ ０ 日より施行する。
附 則
この要領は、平成２５年 ８月 ９日より施行する。

議題１
１

平成28年度磯子区個性ある区づくり推進費の決算について

決算概要

（1）総括表
区

当初予算額

分

自主企画事業費
一般管理費
区庁舎・区民利用施設管理費
統合事務費（※１）
合
※１

計

決算額

（単位：円）
差引

96,263,000

93,693,469

2,569,531

712,985,000

702,554,127

10,430,873

687,666,000

677,812,310

9,853,690

25,319,000

24,741,817

577,183

809,248,000

796,247,596

13,000,404

自主企画事業費に含まれていた各課の事務費を26年度から「統合事務費」として分離し、区庁舎・区民
利用施設管理費と併せて一般管理費に予算区分を変更

（2）局の区配予算を使って磯子区が執行した主な事業
区

分

当初予算額

決算額

（単位：円）
差引

温暖化対策プラス事業（※２）
【温暖化対策統括本部】
磯子区役所１階ホールの照明ＬＥＤ化事
業

4,600,000

2,030,400

2,569,600

元気な地域づくり推進事業
【市民局】

5,686,000

6,733,496

△ 1,047,496

※２

区が事業提案し、温暖化対策統括本部の財源を活用して実施する事業

（3）区局連携事業（※３）
区

分

当初予算額

空家対策モデル検証事業（建築局）
※建築局発注
※３

決算額

6,000,000

6,000,000

0

(7,500,000)

6,059,394

1,440,606

区局連携事業の上段の金額は市民局の財源、( )内の金額は市民局と所管局財源の合計
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（単位：円）
差引

（4）事業区分別内訳
ア

自主企画事業費
区

（単位：円）
当初予算額
決算額
差引
27,574,000
27,163,462
410,538
Ⅰ 共に支えあい、いきいきと健康に暮ら
区民の健康づくり応援事業
せるまち
第３期磯子区地域福祉保健計画推進事業 など 13事業
24,979,000
25,875,043
△ 896,043
Ⅱ 魅力にあふれた活力あるまち
大好き磯子！魅力発揮事業
磯子区環境行動推進事業 など ７事業
17,207,000
16,742,900
464,100
Ⅲ 誰もが安心して生活できるまち
地域と一緒につくる安全安心まちづくり事業
いそご地域・学校防犯力強化事業 など ７事業
26,503,000
23,912,064
2,590,936
Ⅳ 親切・丁寧・迅速な区民サービス
広報よこはま磯子区版発行事業
広報相談事業 など ６事業
小
計
96,263,000
93,693,469
2,569,531
分

イ

一般管理費
(ア) 区庁舎・区民利用施設管理費
区
分
区庁舎等
[総合庁舎、行政ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ等]
土木事務所
[磯子土木事務所]
地区センター
[地区センター（４館）]
老人福祉センター
[老人福祉センター（１館）]
青少年施設
[こどもﾛｸﾞﾊｳｽ（１か所）]
公会堂
[磯子公会堂（１館）]
区民文化センター
[杉田劇場（１館）]
コミュニティハウス
[ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（７館）]
区スポーツセンター
[磯子ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（１館）]
区庁舎・区民利用施設修繕費
[小破修繕経費]
その他（広場・遊び場等）
［子供の遊び場（３箇所）、
町のはらっぱ（４箇所）等]
合
(イ)

統合事務費
区

当初予算額

計

分

145,698,850

12,151,150

9,424,000

9,553,791

△ 129,791

163,716,000

163,716,000

0

41,514,000

41,514,000

0

8,795,000

8,795,000

0

57,509,000

55,435,262

2,073,738

127,062,000

127,062,000

0

67,116,000

67,113,161

2,839

46,718,000

45,700,000

1,018,000

7,500,000

12,329,886

△ 4,829,886

462,000

894,360

△ 432,360

687,666,000

677,812,310

9,853,690

25,319,000
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（単位：円）
差引

157,850,000

当初予算額

統合事務費

決算額

決算額
24,741,817

（単位：円）
差引
577,183

２

自主企画事業等決算一覧
【新規：新規事業、重点：重点事業】

Ⅰ 共に支えあい、いきいきと健康に暮らせるまち
【予算額
【決算額

27,574,000 円】
27,163,462 円】

誰もがこれからも住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、区民が主体となって取り
組む健康づくり、高齢者や障害者に対する地域ぐるみの見守りや子育て支援など、地域課
題解決のための自主的な活動への支援を積極的に推進しました。また、生活に困窮してい
る方への支援の充実を図るために、福祉施設等への実態調査などを行いました。
事

１

業
名
[予算額：円]
[決算額：円]

事

業

内

容

区民の健康づくり応
援事業 重点

区民が自らの健康に関心を持ち、主体的な健康づくりを身
近な場所で実施できるよう、講座やイベントを開催し、健康
づくりに関する知識や技術の普及・啓発を行いました。また、
[2,428,000] より多くの区民への啓発を行うため、商店街等と連携した出
[2,537,851] 前の健康づくり講座を実施しました。さらに、区民が健康づ
くり活動を継続するため、保健活動推進員を健康づくりリー
＜福祉保健課＞ ダーとして育成し、その地区活動を支援しました。
(1) 啓発事業
生活習慣見直し教室 新規
《第１回（６/20・９/５）
・第２回（10/３・12/12）
（延
べ 22 人）》
(2) 保健活動推進員の活動支援
ア 保健活動推進員研修《全５回 ６/２・６/８・６/13・
９/14・９/25（延べ 203 人）》
イ 出張健康づくり講座《全 38 回（延べ 1,222 人）》
ウ ウォーキング企画支援《全 17 回（延べ 516 人）》 新規
(3) 健診啓発・情報提供
ア 健康情報提供・啓発《通年》
イ がん検診集中キャンペーン事業《10/１～10/31》 新規
(4) 子育て世代の食育
ア 出張栄養相談 in いそピヨ《全 12 回（延べ 135 人）》
イ おかゆ講座 in いそピヨ《全６回 ４～２月（延べ 115
人）》
(5) おとなの食育
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出張！健康づくり応援隊《全３回 ５/22・10/22・11/６
（延べ 753 人）》
(6) 図書館連携事業
食育と読み聞かせ《全２回 ８/25（50 人）、12/22（52
人）》
２

第３期磯子区地域福
祉保健計画推進事業

重点

「誰もが幸せに暮らせるまち」を目指して、地域の福祉保
健活動の支援や計画の普及啓発を行い、第３期磯子区地域福
祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」（計画期間：28～32 年度）
の推進を図りました。

[3,185,000]
[3,179,097] (1) 第３期計画の推進
ア 策定・推進検討会《全２回 ８/２・２/21》
＜福祉保健課＞
イ スイッチＯＮ磯子事業補助金
(ｱ) 地域支えあい事業《９地区》
(ｲ) 各地区別計画推進組織《９地区》
(ｳ) 地区別取組事業《９地区・76 事業》
※元気な地域づくり推進事業【市民局から区配】（11 ﾍﾟｰｼﾞ）
として実施 [3,559 千円]

ウ

区役所・区社協・地域ケアプラザ職員向け地域支援研
修《全２回 ７/４・７/25（延べ 72 人）》
エ 地域支えあい事業訪問員研修会《３/13（424 人）》
(2) 計画の普及啓発
ア 第３期磯子区地域福祉保健計画講演会《11/14（194
人）》
イ まめ通信の発行《全 10 回（60,000 部）》
３

高齢者みんなで支え
るまちづくり事業

超高齢社会が進み団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年
に向け、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことがで
きるよう地域包括ケアシステムの構築を目指します。そのた
[2,110,000] めに、高齢者自らが老後を考えるきっかけづくりや健康づく
[2,089,061] りを進めるとともに、認知症の方々を地域で支え見守る体制
づくりを進めました。

＜高齢・障害支援課＞

(1) 認知症普及啓発
ア 認知症サポーター養成講座《全 57 回（延べ 1,730 人）》
イ 磯子区徘徊高齢者あんしんネットワーク連絡会の実
施《12/12》
(2) 磯子区版エンディングノート講座等の実施
成年後見制度普及を兼ねた講座実施など《全 31 回
（延べ 819 人）》
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(3) 地域包括ケア推進事業
ア 個別ケース地域ケア会議及び包括レベル地域ケア会
議の実施《全 33 回》
イ 区レベル地域ケア会議の実施《11/16》
(4) ロコモティブシンドローム(運動器の機能低下)予防 新規
磯子区版ハマトレ(介護予防体操)ＤＶＤ作成《９月》
区庁舎にいそご健康階段作成《12 月》
(5) 元気づくりステーション事業【健康福祉局から区配】
《新規３か所立上げ 継続 17 か所》
４

障害者地域生活サポ
ート事業

障害児・者の支援に関わる関係機関のネットワークによ
り、障害児・者の地域生活課題を抽出し、課題解決を図ると
ともに、支援者のスキルアップのための学習会を開催しまし
[348,000] た。また、障害理解に向けた区民向け啓発事業を行いました。
[343,394]
(1) 障害者相談支援ネットワーク事業
＜高齢・障害支援課＞
ア 支援者学習会
《全３回 10/12・12/９・２/８（延べ 194 人）》
イ 障害者の危機管理支援
(ｱ) 障害者関係機関による防災の意見交換《10/12》
(ｲ) 障害者の地域防災訓練への参加促進
(2) 障害者週間等普及啓発
広報特集掲載、作業所紹介のパネル展示や当事者の作品
展示、障害者施設自主製品販売の実施《12/５～12/９》
(3) 精神保健福祉ボランティア入門講座
《１コース４回 10～11 月（６人）》

５

生活困窮相談支援事
業

新規

平成 27 年度から開始されている生活困窮相談支援事業を
より効果的に展開するため、支援者を対象とする研修会を開
催するとともに、相談窓口の案内を記載した事業 PR カード
[1,400,000] を配布し生活困窮者の早期把握に取り組みました。また、生
[1,478,052] 活に困窮している方の社会参加受入先調査を行いました。

＜生活支援課＞

(1) 実践的講習開催事業
ケアマネージャー等地域関係者を対象に、相談支援事例
を基にした専門家（ファイナンシャルプランナー)による
実践的な講習を実施《全２回 11/18・11/20（延べ 26 人）》
(2) 事業ＰＲカード作成事業《７月》
ア 作成枚数
15,000 枚（名刺サイズ）
イ 配布先《約 200 か所》
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区内ネットカフェ、コンビニエンスストア、図書館、
地域ケアプラザ、地区センター、地域活動ホーム等
(3) マッチングの仕組みづくり事業
社会参加の場の拡大を働きかけるため、区内社会福祉法
人・施設を対象とした事業活動内容の実態調査《６～12 月
（29 事業所）》、社会参加の受入の試行《４件》、報告会《３
月》
磯子区寄り添い型学習支援事業

【健康福祉局から区配

9,476 千円】

生活困窮状態等により支援を必要とする家庭に育つ中学生を対象に、高校進学に向け
た個別学習支援を行いました。《磯子地域ケアプラザ・洋光台地域ケアプラザ 定員計
50 人 全 200 回（延べ 2,902 人）》
また、高校中退防止に向けた学習の仕方等に関する相談支援等も行いました。
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６

子育て応援推進事業

子どもをもつ家庭が健全に子育てを行えるよう、出産前か
ら子育て中にわたる支援を行いました。また、地域子育て支
[3,465,000] 援拠点や地域の子育て支援団体・機関との連携を進め、地域
[3,054,705] での子育て支援を進めました。

＜こども家庭支援課＞ (1) 新米パパの育児教室《全４回

６/11（28 人）・９/10
（30 人）・12/10（26 人）・３/11（22 人）》
(2) 授乳時不安解消育児教室《全 12 回（延べ 136 人）》
(3) ママ会
《10 会場 各会場月１回(８月休会)（延べ 3,374 人）》
(4) ふたごの会《全４回 ５/24（25 人）・７/26（12 人）・
11/22（21 人）・２/28（15 人）》
(5) 国際ママ会《全５回 ６/24・８/26・10/21・12/９・２
/24（延べ 74 人）》
(6) 公園遊び《５公園 ５～11 月（８月休会）25 回（延べ
330 組 660 人）》
(7) 保育ボランティアの研修と活用
ア 研修会《全４回 ６/１（13 人）、10/７（14 人）・
11/２（14 人）・２/３（12 人）》
イ 保育ボランティアの活用《通年》
(8) はっちネット（磯子区発達障害児・者地域支援ネットワ
ーク連絡会）事業
発達障害児・者の支援者が集まって、理解を深めるため
の情報交換や勉強会、区民向けの講演会等を「いそご地域
活動ホームいぶき」との協働により行いました。
ア 区民向け講演会《９/30（212 人）》
イ 連絡会内部研修《11/17（26 人）》・事例検討《９/15
（23 人）、１/５（32 人）》
ウ 関係機関（教職員）向け勉強会《８/３（16 人）》
(9)「磯子育児日誌」の配付
出生したお祝いにオリジナルの育児日誌を配付しまし
た。《1,244 冊》
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【こども青少年局から区配】
(10) 乳幼児健全育成事業
臨床心理士による乳幼児の発達相談
《全 112 回（延べ 324 人）》
(11) 子育て支援者による子育て相談
《８会場 各会場週１回 全 389 回（来所者 8,837
人、相談者 2,476 人) 》
(12) 地域育児グループリーダー育成研修
《全２回 ６/29（18 人）・11/29（７人）》
(13) 児童虐待防止対策事業
ア 児童虐待防止草の根啓発講座《全６回（延べ 181
人）》
イ 磯子区要保護児童対策地域協議会実務者会議
《代表者会議２/22・エリア会議９/16》
ウ 児童虐待防止のための区民向け啓発
《パネル展示 11 月、新米パパの育児講座での SBS
（揺さぶられ症候群）予防啓発》
【医療局から区配】
(14) こどもの健康教室《８/４（36 人）》
参

考

地域子育て支援拠点「いそピヨ」事業
【28 年度委託料 51,459 千円】
親子が気軽に集い交流する場の提供、子育て相談、情報提供を行うとともに、子育て
支援団体・関係者等のネットワークづくりや人材育成を行いました。また平成 28 年 1
月からスタートした利用者支援事業では、専任の子育てパートナーがよりきめ細やかな
相談・支援に取り組んでいます。
(1) 主な取組
ア 親子の居場所
おはなし会《全 24 回（延べ 1,081 人）》
イ 子育て相談
(ｱ) 栄養相談《全 12 回（延べ 129 人）》
(ｲ) 助産師相談《全 12 回（延べ 95 人）》
(2) 重点事業
ア 地域に出向き地域の生きた情報を収集するとともに、ネットワークを活かした地
域全体の子育て支援情報の集約と発信を行い、地域に偏りのない子育て支援を行い
ました。
イ 利用者同士が支え合う関係を作れるよう取り組んでいます。
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７

保育園地域子育て事
業

保育施設を活用した子育て支援事業を実施することで、親
と子のふれあいや地域とのつながりを醸成し、子育て中の家
[755,000] 庭や妊婦とその家族を支援しました。
[922,209]

(1) 食育推進事業
＜こども家庭支援課＞
「すくすく・もぐもぐ」（給食体験と育児相談）
《市立保育園４園 全 35 回》
(2) 育児支援事業
ア 図書貸出しコーナーの設置・読み聞かせ
市立保育園４園
貸し出し件数 全 552 件
読み聞かせ実施 全 192 回
イ プレパパ・プレママの保育見学・体験
《市立保育園４園 全 17 回》
ウ 出前保育《市立保育園４園 全 28 回》
エ 合同育児講座
市立保育園及び民間保育施設と合同で実施《全３回
７/26（15 人）・10/18（144 人）・１/24（50 人）》
(3) 市立保育園花いっぱい事業 新規
平成 29 年春に開催された全国都市緑化よこはまフェア
にあわせて、園児が花を栽培し、フェンスに飾るなどして、
地域の方々にも花に親しんでいただきました。
ア フラワーポットによる花の栽培及び展示
《市立保育園４園 ひまわり・コスモス等》
イ 栽培した花を区庁舎に展示
《１階区民ホール 10/24～11/2》
ウ 種を採取し保育園イベント参加者へ配布
《市立保育園４園 随時》

》

《

【こども青少年局から区配】
(4) 保育資源ネットワーク事業
保育資源ネットワークを構築し、「保育の質(専門性）
の向上」と「地域子育て支援の充実」を図りました。
(5) 保育職員研修事業
区内の公私立認可保育所、横浜保育室、家庭的保育
事業、小規模保育事業及び認可外保育施設の保育従事者
を対象に保育施設従事者研修を実施しました。
《全 15 回（延べ 517 人）》
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(6) 市立保育所相談機能支援事業
市立保育園の相談機能の強化及び保護者の育児力の
向上を図ることを目的に、臨床心理士を保育園に派遣
して、保育士の相談に応じ、助言等を行いました。
《市立保育園４園 月１回程度／各園 全 38 回》

８

自治会町内会振興事
業

自治会町内会長等に感謝の意を表すとともに、行政と地域
の信頼関係を深めます。また、自治会町内会への加入促進、
自治会町内会の運営事務の負担軽減に継続して取り組みま
[2,917,000] した。
[2,887,351]
(1) 自治会町内会振興事業
＜地域振興課＞
ア 自治会町内会長交流研修会《12/５（83 人）》
イ 区連会資料の配送委託《随時》
(2) 自治会町内会役員等感謝事業
ア 自治会町内会長感謝会《３/６（92 人）》
イ 自治会町内会役員等表彰
《８地区 ６～７月（37 人）》
(3) 加入促進対策事業（加入案内及び加入申込書の配布）
ア 戸籍課窓口での転入者への配布
イ 区内宅建協会加入事業者による配布
ウ 母子健康手帳交付時に配布《こども家庭支援課窓口》
エ 資源循環局磯子事務所窓口にて配布
オ 新規マンション等への自治会町内会設立支援

地域の課題を「区民のちから」で解決していくために、い
「区民のちから」発
そご区民活動支援センターを中心に、地域活動の担い手を育
揮・活用事業
成するとともに、講座の実施や情報紙・ホームページを活用
[2,151,000] した情報提供により、活動グループ・団体を支援しました。

９

[2,202,800]
(1) いそご区民活動支援センター
＜地域振興課＞
ア 活動の担い手育成
活動参加のきっかけとなる連続講座
《全５回 10/20・10/25・11/5・11/10・11/17(親子
15 組)》
イ 活動団体運営支援
(ｱ) 活動をステップアップする講座
《全２回 ８/５(30 人)・１/30(40 人)》
(ｲ) スペース・機材の提供
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ウ

情報提供
(ｱ) 情報紙｢いそつな｣の発行《毎月 1,000 部程度発行》
・
ホームページ運営
(ｲ) 活動に関する情報の収集・相談窓口での提供
(2) パソコンふれあい亭の支援
ア いきいきふれあい活動ひろば（区役所７階）
《全 91 回（延べ 1,509 人）》
イ 出張によるパソコン講座の開催
《全 59 回（延べ 371 人）》
元気な地域づくり推進事業【市民局から区配

6,734 千円】

身近な地域における活動を積極的に支援するとともに、自治会町内会をはじめとす
る様々な団体が連携して、課題解決に取り組む地域を広げていくため、
「人材づくり」
や「組織づくり」など地域の取組を支援しました。
(1) いそご地域活動スタートアップ事業
自治会町内会など、地域活動の担い手発掘のために、公募により、地域を知り、
地域活動の実態を学習する連続講座を行いました。
《全７回 11/19・12/３・12/10・
12/17・１/14・１/28・２/４（18 人)》
(2) 交流促進事業（いそご区民活動支援センター）
活動団体の情報交換・交流などを目的に、地域活動を行う団体・グループや区
内各施設との交流会《８/26（38 人）・２/27(47 人)》や地域活動フォーラム《６
/11（350 人）》を実施しました。
(3) ボランティア応援隊事業(いそご区民活動支援センター)
区民から公募した「磯子区ボランティア応援隊」が、地域で活動する団体の情
報を支援センター情報誌「いそつな」に掲載しました。
(4) 地域運営補助金
自治会町内会を含む複数の団体が連携した多世代交流や青少年育成などの取組
を支援しました。《交付６団体》
（5）コスモスミーティング
地域課題解決のための意見交換の場として、各連合町内会において実施しまし
た。《９地区（屏風ヶ浦地区６/17、汐見台地区６/25、岡村地区７/６、滝頭地区
７/13、杉田地区７/20、根岸地区７/21、磯子地区７/22、上笹下地区７/23、洋光
台地区７/28）》
(6) 第３期磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」推進事業
ア 磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」事業補助金
地区別計画に基づき、地区別計画推進組織又は自治会町内会が実施する福祉保
健活動を支援しました。《９地区・76 事業》【再掲】
イ 普及啓発
第３期磯子区地域福祉保健計画（スイッチＯＮ磯子）の概要や地域が主体とな
って実施する福祉保健活動の紹介記事を広報紙に掲載。《７月》
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10

国際交流推進事業

外国人にとっても住みやすい環境づくりを目指し、相談業
務や通訳・翻訳業務を通して外国人の生活をサポートすると
[594,000] ともに、日本語ボランティアによる学びの場を支援しまし
[600,045] た。

＜地域振興課＞ (1) 国際交流コーナー事業

ア

生活相談
月・水・金曜日 午前 10 時から午後１時 30 分まで
区役所２階に生活相談窓口を開設
イ 通訳・翻訳業務
通訳・翻訳の依頼に応じて、事前に登録しているボラ
ンティアを派遣《随時》
ウ 交流イベント
《全５回 ４/23・６/19・11/26・12/11・３/18（延
べ 203 人）》
(2) 日本語教室支援事業
日本語ボランティア養成講座を実施《全４回 １～３月》
11

健民祭応援事業
[2,393,000]
[2,393,000]
＜地域振興課＞

地域の様々な団体が連携して実施する「健民祭」を支援し、
地域の連携力を推進しました。《９地区》
・汐見台地区《10/２》
・滝頭、岡村、磯子、屏風ヶ浦、杉田、洋光台地区
《10/９》
・根岸、上笹下地区《10/16》

12

青少年育成活動助成
青少年の健全育成を目的とした、青少年指導員が実施する
事業
事業及び区内の青少年育成活動を支援し、地域の教育力を高
め、子どもたちの豊かな人間性や生きる力を育むための環境
[4,898,000] 整備を行いました。
[4,701,429]
(1) 青少年育成活動への支援《７事業》
＜地域振興課＞ (2) 磯子区青少年育成協議会への活動支援
ア 磯子区学校・家庭・地域連携事業
《９地区及び７中学校区》
イ 青少年健全育成推進大会≪２/４ 講演会（103 人）≫
(3) 青少年指導員事業
磯子区青少年指導員協議会の活動を支援
ア 夏休み作品教室《９地区 ７～８月》
イ 夏休み工場見学会《全２回 ７/29（22 人）
・８/３（28
人）》
ウ 第４回磯子区紙ヒコーキ大会《10/１（87 人）》
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エ いそごこどもまつり 2016《11/13（約 3,000 人）》
(4) 磯子区子ども会連絡協議会への支援
磯子区子ども会連絡協議会が行う活動を支援し、事業
に対して補助を行いました。
13

健康わくわくみちづ
高齢者をはじめ、区民の健康づくりや外出意欲向上のた
くり事業 新規
め、設定したルートに駅や施設からの距離を示す行先表示標
や、休憩スポットとなるベンチを設置し、“歩くことが楽し
[930,000] くなる道”を整備しました。
[774,468]
なお、ルートの整備や利用の促進にあたっては福祉保健課
と連携して実施しました。
＜土木事務所＞

(1) 実施時期
ア ルート選定《～７月》
磯子アベニュー
イ 設置場所の検討・調整《～11 月》
ウ 案内板・ベンチ等の購入・設置《～３月》
(2) 設置内訳
ア 行先表示標《８枚》
イ ベンチ《３基》
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Ⅱ

魅力にあふれた活力あるまち
【予算額
【決算額

24,979,000 円】
25,875,043 円】

区民主体で行う様々な地域活動を積極的に支援するなど、地域と一体となって、にぎわ
いづくりを進めるとともに、動画等を活用して磯子の魅力を積極的に発信しました。
また、磯子区制 90 周年や全国都市緑化よこはまフェアを契機として、磯子の魅力づくり
を進めました。
事

業
名
[予算額：円]
[決算額：円]

事

業

内

容

14

大好き磯子！魅力発
区民が愛着を持てる、にぎわい・魅力あふれるまちの実現
揮事業 重点
に向け、区の魅力資源の継続的な掘り起しや地域団体の活動
を支援し、区内外に向けて情報発信しました。
[2,810,000]
[3,391,593] (1) 「磯子の逸品」普及事業
リーフレット等を活用したＰＲ《通年》
＜区政推進課＞ (2) 「磯子の魅力発信」事業
ア 区制 90 周年カレンダーの作成・配布《11 月》
イ 区の魅力資源をＰＲする動画の作成《１月》
(3) 堀割川魅力づくり活動支援
地域団体とイベントや広報活動、魅力づくりの検討等を
行いました。《通年》
ア 実行委員会定例会《全 12 回》
イ 堀割川の日《８/21（約 800 人）》
ウ 川の魅力再発見ツアー《11/12（62 人）》
エ パネル展《１/21～１/27（761 人）》
オ 花見会《３/26 当日雨天のため中止》

15

区民、事業者、行政が一体となって区民生活における環境
意識を高め、温室効果ガスの排出抑制等の環境行動を促進す
るため、節電、省エネ行動や「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」に基
[8,862,000] づく３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）活動につい
[8,768,818] て目標設定し、様々な普及・啓発活動を推進しました。また、
区内美化推進重点地区等での清掃及びポイ捨て防止啓発を
＜区政推進課＞ 行い、清潔できれいな街づくりを推進しました。

磯子区環境行動推進
事業 重点

＜地域振興課＞

(1) 地域から拡がるエコウェーブ
ア 環境イベントの開催
(ｱ)「いそご打ち水応援プロジェクト」
《全６回 ７～８月》
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(ｲ)「いそごこどもエコフェスタ」《12/10（約 2,000
人）》
イ グリーンカーテンの育成支援《５/７～５/31（区民
550 人、施設等 58 か所）》
ウ グリーンカーテンパネル展の開催《９/27～10/４》
(2) 磯子区「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」推進事業
ボランティア団体や事業者、資源循環局磯子事務所と
連携し様々な機会や手法により啓発活動を実施しまし
た。
ア イベント等の機会を活用した啓発活動
《全 41 回（延べ 8,678 人）》
イ 環境教室
(ｱ) 保育園・幼稚園などでの啓発活動
《全 26 回 ６～２月（延べ 1,624 人）》
(ｲ) 小学校での啓発活動
《全 12 回 ５～11 月（延べ 1,106 人）》
ウ 乳幼児健診等での子育て世代向け啓発
《全 70 回（延べ 1,514 人）》
エ 子育て支援拠点等での動画放映啓発活動《通年》
オ 施設見学会《８/23（24 人）》
カ リサイクル工作教室《８/25（39 人）》
キ 環境映画会《10/15（76 人）》
ク 「もうすぐママ・ママの会」での啓発活動
《全５回 10～３月（延べ 106 人）》
(3) クリーンタウン事業
ア 美化推進員による簡易清掃及びポイ捨て防止啓発
《通年》
イ 磯子駅・新杉田駅前周辺での清掃《全 216 回》
ウ 自治会町内会、小中学校、高等学校等と協働した
クリーンアップの実施《全５回》
エ 環境事業推進委員、事業者等と協働したクリーンアッ
プの実施《11/４（80 人）》
(4) 磯子のまち緑化計画
ア 駅前の花苗の植替《全９回》
イ 農業専用地域等への区の花「コスモス」の種蒔き・
維持管理《５～10 月》
(5) 環境行動推進本部運営事業
ア 脱温暖化行動目標の設定《５/30》
イ 環境行動リーフレットの発行《７月》
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全国都市緑化よこはまフェア区局連携事業【環境創造局から区配 7,307 千円】
区民 1 人ひとりの緑化促進への理解を深め、全国都市緑化よこはまフェアへの関心を
高めるための取組を推進しました。
(1) 杉田臨海緑地への植栽（トピアリー）の設置、拡張オープン式の開催《３/26》
(2) 駅前のプランター・花壇の設置（新杉田駅前花時計ほか）《通年》
(3) 区の花コスモスの種の配布《５～６月・３月》
聖天川沿い車道の緑化整備事業【環境創造局から区配】
聖天川沿いの市道新杉田 117 号線において、植樹帯を整備し、杉田臨海緑地に向けた
緑の動線を創出しました。《３月 工事完了》
磯子区役所１階ホールの照明ＬＥＤ化事業
【温暖化対策プラス事業：温暖化対策統括本部から区配 4,600 千円】
磯子区役所１階ホールの照明器具を全てＬＥＤ化したことにより、電力使用量を節減
し、地球温暖化防止に寄与しました。《11 月》
16

商店街にぎわいづく
磯子区商店街連合会と連携し、磯子区の商店街の魅力を発
り事業 重点
信することにより、商店街を含めた地域コミュニティの活性
化を図りました。
[1,150,000]
商店街マップについては、手に取った方が商店街へ足を運
[2,011,969] んでいただける工夫を行いました。
＜地域振興課＞ (1) 区役所屋外駐車場等を利用した商店街朝市を実施

《年７回》
ア 区役所屋外駐車場《５/28（約 450 人）
・９/25（約 54,000
人）
・11/３（約 1,900 人）
・１/28（約 320 人）
・３/11（約
1,500 人）》
イ 日清オイリオグループ（株）横浜磯子事業場
(ｱ) 春祭り会場《４/23～24（約 7,000 人）》
(ｲ) 夏祭り会場《７/27（約 1,000 人）》
(2) 商店街マップの更新・配布《20,000 部》
(3) 区ホームページなどを活用し、商店街の魅力をＰＲ
《広報よこはま磯子区版７月号「商店街特集」等 通年》
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17

区民・区内活動団体、区内企業が主体となってイベントを
行うことにより、ふるさと意識の醸成や連帯意識を高めまし
[5,500,000] た。
また、より多くの区民への健康づくり啓発を行うため、健
[5,930,488]
康づくりフェスタを開催しました。

磯子まつり事業

＜地域振興課＞
＜福祉保健課＞ (1) 「第40回磯子まつり」の開催《９/25（約54,000人）
》

(2) 「平成 28 年度健康づくりフェスタ」の開催（同日開催）
18

地域文化活性化事業

地域で文化活動をしている団体への支援として、発表の
場、鑑賞の場の提供や、いそご芸術文化祭への助成を行いま
[2,863,000] した。
[1,986,915]
また、文化にあふれたまちを目指し、音楽祭や青少年を対
象としたダンスイベントを実施しました。

＜地域振興課＞

(1) いそご芸術文化祭への助成《17 団体》
(2) 第４回磯子音楽祭《11/23》
(3) 第５回 ISOGO ダンスまつり《３/11（参加団体 62 団体・
来場者約 1,500 人）》
(4) 区民ホールギャラリー《50 団体》
参

考

磯子区民文化センター「杉田劇場」事業
【28年度指定管理料（区庁舎・区民利用施設管理費で予算計上）127,062千円】
平成 28 年度は、杉田劇場が持つ舞台装置などの“ハード面の機能”と文化の専門的
知識と経験を持つ人材などの“ソフト面の機能”を最大限に活用して人材育成を行う
「そだてる」事業を重点的に取り組みました。
【主な取組】
(1) 区内小学校５年生対象に杉田劇場で行う芸術鑑賞「磯子芸術文化教育プラット
フォーム」
(2) 市内大学、企業と連携して行う「インターンシップ」の受け入れ
(3) 磯子区役所との共催による「第４回磯子音楽祭」の開催《11/23》
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19

区民スポーツ振興事
業

区民のスポーツを通じた健康づくりを促進するため、スポ
ーツ推進委員が実施する事業及び磯子区体育協会加盟団体
等が開催する区民スポーツ大会や教室を支援しました。

[3,044,000]
[2,975,260] (1) スポーツ推進委員事業
ア ドッチビー体験会《全３回 11/19（25 人）
・12/10（25
＜地域振興課＞
人）・１/14（30 人）》
イ 磯子区民輪投げ大会《２/26（64 人）》
ウ 国・市・区スポーツ大会（駅伝大会等）への従事
《通年》
エ 各地区における事業《通年》
(2) 各種団体が開催する区民スポーツ大会や教室の支援
磯子区少年野球大会 他 17 事業
20

祝「出生・婚姻」区
磯子区制 90 周年にあたる平成 29 年 1 月から 12 月までの
制 90 周年記念品贈呈 間、戸籍届出窓口で出生・婚姻届出者にお祝いメッセージ付
新規
ミニアルバムを贈呈して、平成 29 年 10 月に迎える区制 90
周年を盛り上げます。
[750,000]
[810,000] (1) 贈呈期間
平成 29 年 1 月１日～12 月 31 日
＜戸籍課＞ (2) 贈呈対象者
出生届出者及び婚姻届出者
(3) 贈呈品
・ミニアルバム
・折り紙作品（季節の風物）のシールセット
・区長のお祝いメッセージ
(4) 配布数
463 冊
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Ⅲ

誰もが安心して生活できるまち
【予算額
【決算額

17,207,000 円】
16,742,900 円】

自助・共助に基づく地域防災力の向上を図るため、安全・安心マップの作成・活用支援
や防災マップの配布等を行うとともに、区本部の機能を強化するなど、災害に対する取組
を進めました。また、防犯や交通安全などの地域活動を支援し、区民や地域ボランティア
団体等と連携して、安心して生活できるまちづくりを進めました。
事

業
名
[予算額：円]
[決算額：円]

事

業

内

容

21

地域と一緒につくる
「安全・安心マップ」の作成及び活用を支援するとともに、
安全安心まちづくり事 地域が主体となって行う防災訓練の支援や、地域防災活動の
業 重点
担い手となるボランティア団体の活動支援等を行いました。
[7,318,000] (1) 地域の自助・共助強化事業
[8,249,885]
ア 安全・安心マップの作成・活用支援《作成４団体》
地域の方が自らまち歩きを行い、災害時の危険箇所や
＜総務課＞
避難経路等を確認するマップの作成及び活用を支援しま
＜福祉保健課＞
した。
＜高齢・障害支援課＞
イ 防災マップの配布
転入者等に対する磯子区防災マップの配布《通年》
ウ 要援護者支援促進事業
協定の締結、名簿の作成等《134 自治会町内会》
エ 地域の防災担い手育成【総務局から区配 700 千円】
(ｱ) 市民防災センターを活用した体験ツアーの実施
《全２回 ８/３（74 人）・８/４（53 人）》
(ｲ) 防災講演会の実施《３/７（280 人）》
(2) 地域防災訓練等支援事業
ア 自治会町内会等が行う防災訓練の支援
イ 地域防災拠点訓練の支援《21 拠点 １～３月》
ウ 拠点運営委員向けの講習会の開催 新規
《全２回 ９/15（23 人）・10/25（20 人）》
(3) 防災ボランティア活動支援事業
ア 防災パネル展の開催
《全２回 ８/29～９/２・１/16～20》
イ 応急手当普及員の再講習の支援
(4) 救急医療情報キット配付事業
希望する区民に対し、救急医療情報キットを配付《819
セット》
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(5) 災害時医療体制充実のための訓練
ア 区医師会等関係機関と連携した訓練
《全２回 ５/21・11/19》
イ 関係機関等による情報受伝達訓練
《全６回 ４/21・６/２・８/４・10/６・12/８・
２/２》
(6) 区災害対策本部強化事業
ア 区本部運営訓練
関係機関、ボランティア団体と連携した訓練の実施
《全２回 ８/31・１/20》
イ 職員災害対応力強化研修 新規
拠点動員職員を対象とした研修の実施
《全２回 12/７（26 人）・12/８（38 人）》
22

いそご地域・学校防
犯力強化事業

犯罪のない安全で安心なまちを実現するため、地域・学
校・警察等と協力・連携し、防犯対策を進めました。
地球温暖化防止と省エネ対策としてＬＥＤ化の一層の促
[1,056,000] 進を図るため、鋼管ポール灯を中心に自治会町内会が設置す
[1,090,740] るＬＥＤ防犯灯の工事費の一部を補助しました。

＜地域振興課＞ (1) 防犯活動の支援

ア

区民による主体的な防犯活動や取組に対する支援
自治会町内会など区民が主体的に行っている防犯パ
トロールなどの活動や取組を支援しました。
(ｱ) 防犯パトロール物品（ベスト、腕章、のぼり旗等）
の提供《通年》

当事業は、
【市民局からの区配 160 千円（地域防犯
活動支援事業）】と合わせて執行しました。
(ｲ) 防犯講習会の開催
《「滝小安全見守り隊」７/13（16 人）
・12/８（23 人）》
イ 地域防犯活動と学校防犯活動の連携強化
地域と学校による合同会議に出席し、相互に連携した
防犯活動の展開を図りました。《全４回 5/20 根岸小、
6/23 さわの里小、10/14 根岸小、12/15 さわの里小》
ウ その他の支援
磯子警察署等と連携し、防犯意識の啓発を行いまし
た。
(ｱ) 安全・安心まちづくり推進協議会の開催《６/３》
(ｲ) 防犯キャンペーンの実施《全 12 回 区内主要駅前
等（月１回）》
(ｳ) 安全安心メールの配信
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《登録者数 2,353 人、配信回数 56 回》
(2) 「安全で安心なまち磯子区のつどい」開催
区民の防犯意識を高めるため、磯子警察署等と協力し
て啓発イベントを行いました。《10/15（約 200 人）》
ア 安全・安心まちづくり功労者表彰
イ 中学生ポスターコンクールの実施及び表彰
(3) 青色防犯パトロール
青色回転灯を装着した公用車による区内の巡回パトロ
ールを行いました。《区職員実施回数 134 回（通年）》
(4) ＬＥＤ防犯灯の工事費の補助
ア 募集《９～11 月》
イ 設置《11～１月（１か所）》
23

交通安全啓発事業

交通事故防止と安全意識の高揚を図るために交通安全指
導と啓発活動を警察、交通安全協会等の団体と連携して進め
[2,372,000] ました。
[2,530,846]
(1) 交通安全指導
＜地域振興課＞
交通安全教室や研修会を警察署、交通安全協会、ボラン
ティア団体等と連携して実施しました。
ア 幼児交通安全教室
幼児を対象に交通安全の講話（お話・ビデオ等）、横
断歩行訓練などを実施しました。
《全 37 園（12 幼稚園、25 保育園）（延べ約 4,000 人）》
イ 児童交通安全教室・はまっ子交通安全教室
児童交通安全教室では安全な歩行と正しい自転車の
乗り方の指導をしました。はまっ子交通安全教室では車
とダミー人形を使った巻き込み・衝突実験などを併せて
行いました。《全 16 小学校（延べ約 6,200 人）》
ウ 高齢者を対象とした交通安全指導
高齢者向けの研修会及び交通安全教室を実施しまし
た。
(ｱ) 研修会《７/８（46 人）》
(ｲ) 参加体験型交通安全教室《10/24（32 人）》
(ｳ) 老人クラブを訪問しての交通安全教室《随時》
(2) 交通安全キャンペーン
年間及び各季の運動を関係団体と連携して実施しまし
た。
ア 各季キャンペーン《全４回 ７/12・12/14、
雨天中止４/７・９/23》
イ 強化月間キャンペーン《全４回 ５/９・６/14・
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９/30・12/14》
(3) スクールゾーン対策事業
児童を交通事故から守るために、安全な街づくり・環境
づくりを各スクールゾーン対策協議会と連携して実施し
ました。
(4) 駅周辺安全確保事業【道路局から区配 6,293 千円】
区内５駅周辺における自転車等の放置を防止し、きれ
いで安全なまちづくりを目指すため、啓発誘導員を配置
し、自転車駐輪場への誘導と放置防止を呼びかけました。
また、放置多発地域では、放置防止のための広報啓発等
を行いました。
ア 新杉田駅、京急杉田駅周辺《246 日》
イ 根岸駅、磯子駅、洋光台駅《57 日》

24

消費生活推進事業

区民の安全で快適な消費生活の推進を図るとともに、消費
者の意識向上と知識向上を目的として、磯子区消費生活推進
[800,000] 員による活動を支援しました。
[749,845]
(1) 地区活動支援
＜地域振興課＞
消費生活推進員が地域に密着した消費生活推進活動
を展開しました。
ア 悪質商法被害未然防止講座《全９回（延べ 243 人）》
イ 消費生活に関する啓発講座《全４回（延べ 198 人）》
ウ 各地区の活動報告を掲載した「いそご消費生活だよ
り地区版」の発行《３月》
(2) 区活動事業
消費者の意識啓発を目的とした講演会、イベント等を
開催しました。
ア こども消費生活セミナー《８/２（29 人）》
イ 消費生活教室《６/21（115 人）》
ウ くらしのセミナー《12/６（97 人）》
エ 得トク生活フェスタ《11/３（約 1,900 人）》
オ いそご消費生活だよりの発行《２月》
(3) 推進員活性化事業
ア 施設見学会（推進員の知識向上を目的）
《10/11（40 人）》
イ 合同会議（推進員の地域間連携の向上を目的）
《全２回 ８/24（43 人）・２/７（57 人）》
ウ 地区代表者会議《全 11 回（延べ 154 人）》
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25

食と暮らしの安全確
保・啓発事業

区民の安全で安心な生活を実現するため、健康危機管理の
強化に対する支援や生活衛生及び動物の愛護に関する正し
い情報を発信しました。

[641,000]
[646,416] (1) 食品取扱施設の衛生確保
食品取扱施設への立入り時に調理器具や手指の拭取り
＜生活衛生課＞
検査を実施し、その場で結果を評価しました。
《６～11 月（82 施設）》
(2) 食中毒、感染症予防対策
地域住民対象の食中毒予防啓発イベント・講習会や社会
福祉施設職員対象の感染症予防研修会を実施しました。
ア 食中毒予防キャンペーン《９/25》
イ 感染症対策指導者養成研修会
《全４回 11/４・11/５ 午前・午後（延べ 149 人）》
ウ イベントにおける食中毒予防講習会
《全４回 ５/30 午前・夜間、８/４ 午前・夜間(延
べ 89 団体、111 人）》
エ 配食サービス等における食中毒予防講習会
《12/13・12/15（延べ 39 人）》
講習会テキストを作成《3,000 部》
(3) 食と暮らしの衛生に関する情報発信
ア 衛生講習会（区民、施設従事者対象の出前講座）
《全 62 回（延べ 1,534 人）》
イ 食中毒・災害時ペット対策・薬物乱用のパネル展
《８/１～５・10/17～21》
ウ 電子案内板を活用した注意喚起
《蚊（６月～）、カンピロバクター食中毒（７月～）》
(4) 衛生害虫等対策
ア パネル展や広報よこはま（５・７月号）での啓発
イ 区役所、地区センターでハチの巣駆除機器の貸出
《23 件》
(5) 動物適正飼育に関する啓発
ア 犬や猫の適正飼育啓発資料の配付《1,800 枚》
イ 長寿犬表彰（適正・終生飼育講習会）《11/11》
ウ 猫の適正飼育支援（猫侵入防止機器の貸出し）
《22 件》
エ 災害時ペット手帳の作成・配布 新規
ペットの飼い主に対する災害への備え、備蓄しておく
物や準備すべき事柄等の啓発を強化するため、「緊急時
＆災害時ペット手帳」を作成・配布しました。《８月～
2,500 枚》
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平成 26 年３月に策定された「杉田駅・新杉田駅周辺地区
杉田駅・新杉田駅周
辺地区バリアフリー基 バリアフリー基本構想」において、各事業者が、平成 30 年
本構想に基づく案内サ 度を目標に地区内のバリアフリー事業を進めていくことと
しています。
イン整備事業 新規
このうち、地区内の円滑な誘導を目的とした案内サインの
[3,500,000] 整備については、平成 27 年１月に作成した「案内サイン設
[2,030,400] 置に関するガイドライン」に基づき、公共空間における総合
案内サインを設置しました。

26

＜区政推進課＞

(1) 屋外広告物条例等の手続《12 月》
(2) 案内サインの設置《１月》
27

磯子区まちづくり方
針策定事業 重点

磯子区全体の将来像として、地域との協働による磯子区の
まちづくり方針の検討を進めるとともに、平成 15 年８月に
策定した磯子区プランの改定作業を進めました。

[1,520,000]
[1,444,768] (1) 磯子区のまちづくり方針の検討
区民意見の把握
＜区政推進課＞
《コスモスミーティングとして９地区実施済》
(2) 磯子区プランの 28 年度改定作業
６～７月
８月
12月
１月

各地区での意見交換
区選出議員との意見交換
改定素案の公表
改定素案の市民意見募集、市民向け説明
会、都市計画審議会への報告
改定原案（案）作成

３月

当事業は、【都市整備局からの区配 1,190 千円】と合
わせて、2,634 千円で執行しました。
空家対策モデル検証事業【区局連携事業

7,500 千円】

磯子区・栄区・西区で、区と局が連携し、地域の空家の実態を踏まえた上で、地域活
動拠点としての活用や、空家撤去後の跡地活用等について具体的な調査・検討を行い、
空家活用のモデル検証をしました。
(1) 空家の実態調査・ヒアリング・活用に向けたモデル検討
(2) 法規制等の課題解決に向けた検討
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Ⅳ

親切・丁寧・迅速な区民サービス
【予算額
【決算額

26,503,000 円】
23,912,064 円】

おもてなし意識の向上のため、職員研修や窓口の改善等を実施することにより、親しみ
やすい区役所を実現しました。また、広報よこはまを始めとする様々な媒体を通じて、効
果的でわかりやすい情報発信を行いました。
事

業
名
[予算額：円]
[決算額：円]

28

広報よこはま磯子区
版発行事業

事

業

内

容

紙面の充実を図るとともに、効果的でわかりやすい区政Ｐ
Ｒ、コラム紹介、イベント情報など区民により親しまれる広
報紙を作成しました。

[10,954,000]
[10,511,365] (1) 広報よこはま磯子区版
毎月１日発行 73,500 部/月《12 ページ９回、８ページ
＜区政推進課＞
３回》
(2) 紙面アンケートの実施《毎月》
(3) 区政広報ポスターの発行《毎月》
29

広報相談事業

区民生活マップ及び統計白書の発行などの広報や、法律相
談等の区民相談、来庁者への案内を行いました。

[7,765,000]
[7,307,045] (1) 区民生活マップの改訂版発行及び転入者等への配布
《３月 15,000 部》
＜総務課＞ (2) 区民生活に関わりの深い各種統計情報を掲載した「磯子
＜区政推進課＞
区統計白書」の発行《10 月 1,500 部》
(3) 弁護士、公証人、行政書士、交通事故等専門相談員、行
政相談委員による区民相談の実施《通年》
(4) 来庁者への親切丁寧な総合窓口案内の実施《通年》
30

区づくり経営事業

区民ニーズを踏まえた質の高い行政運営を効果的・効率的
に推進するため、区内事業の総合調整及び各種事業の評価・
[1,770,000] 検証を実施しました。
[1,996,124]
(1) 運営方針の策定、周知《５月》
＜区政推進課＞ (2) 事業評価委員会の開催《全３回 ７/20・10/14・３/８》

31

区民満足度向上事業

区民満足度の向上を図るため、区役所職員の窓口応対に関
する取組や人権啓発に関する研修を行うとともに、来庁者に
[3,811,000] とって、より快適で利用しやすい庁舎環境の整備を行いまし
[3,402,832] た。
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＜総務課＞ (1) 区研修事業

ア

応対マナー講座の実施《全２回 ８/２（14 人）・８/
９（12 人）》
職員の模範となる応対マナーを身に付けた職員を養
成し窓口サービスの向上につなげました。
イ おもてなし研修《全５回 ８/23・８/24・８/25・
８/29・９/８（延べ 140 人）》
全職員が転入時に受講し、その後３年に１回受講しま
す。
ウ 磯子区独自の窓口外部評価の実施《11 月》
エ 人権啓発研修《通年》、人権啓発講演会の開催《３/８》
オ 課題解決のための職員派遣《通年》 新規
区の課題の解決を図るため、他都市の先進的な取り組
みを学びました。《全２回 ８月・３月》
(2) 区庁舎の環境整備
ア 照明のＬＥＤ化《３月》
イ トイレの環境整備（温水洗浄便座の設置）《12 月・
２月》
32

国民年金制度アピー
国民年金制度への理解や関心を深めるとともに、国民年金
ル事業
保険料納付率の向上を図るため、啓発物品（国民年金制度に
関する啓発メッセージや「いそっぴ」等を印刷したクリアホ
[263,000] ルダー）を制度説明のうえ配付しました。
[262,698]
(1) 作成枚数
＜保険年金課＞
3,000 枚《５月》
(2) 配付先
ア 説明会の開催
《全７回 よこはま南部ユースプラザ７/29・
区内高等学校 11/21・11/28・12/１・１/13・１/17・
１/27》
イ 代表者等に配付を依頼
《横浜学園高等学校・県立衛生看護専門学校・区内 15
商店街・食品衛生協会・生活衛生協議会》

33

区総合調整費
[1,940,000]
[432,000]

区役所業務にかかる区民のニーズや緊急な課題に迅速か
つ柔軟に対応するための経費です。
田中町子供の遊び場樹木緊急撤去委託《８月》

＜総務課＞
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議題２
１

平成29年度磯子区個性ある区づくり推進費の執行状況について

執行状況概要

（1）総括表
（単位：円）
区

分

予 算 額

自主企画事業費
一般管理費
区庁舎・区民利用施設管理費
統合事務費
合
※１

計

執行済額（※１）

執行率（※１）

98,179,000

64,658,219

65.9%

714,939,000

609,348,700

85.2%

689,527,000

599,058,117

86.9%

25,412,000

10,290,583

40.5%

813,118,000

674,006,919

82.9%

執行済額、執行率は７月末日現在の契約額ベース

（2）区局連携促進事業（※２）
（単位：円）
区

予 算 額

分

空家対策モデル検証事業（建築局）

執行済額

執 行 率

7,500,000

4,320,000

57.6%

※建築局発注

(10,200,000)

(4,320,000)

42.4%

磯子駅前再編整備に関する検討（道路局）

2,000,000

0

0.0%

※磯子区発注

(2,000,000)

(0)

0.0%

緊急時における迅速、確実な連絡体制の構
築事業（総務局）
※磯子区発注

1,115,000

736,969

66.1%

(1,115,000)

(736,969)

66.1%

※２

区局連携促進事業の上段の金額は市民局の財源、( )内の金額は市民局と所管局財源の合計
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（3）事業区分別内訳
ア

自主企画事業費
区

（単位：円）
分

予 算 額
28,173,000

Ⅰ

魅力にあふれた住み続けたいまち

Ⅱ

共に支えあい、健康でいきいきと暮らせるま
ち

29,630,000

安全・安心で住みやすいまち

Ⅳ

おもてなしの心による区民サービス

イ

72.9%
など ８事業

17,941,377

いそごみんなの食卓設置事業
磯子らくらく買い物支援モデル事業

60.6%
など 13事業

5,829,410

42.4%

地域と一緒につくる安全安心まちづくり事業
磯子区まちづくり方針策定事業
など ６事業
26,642,000

合

執 行 率

20,541,010

区制90周年記念「磯子まつり」事業
商店街にぎわいづくり事業

13,734,000
Ⅲ

執 行 済 額

20,346,422

区民満足度向上事業
広報よこはま磯子区版発行事業
98,179,000

計

76.4%
など ６事業

64,658,219

65.9%

一般管理費

(ア)

区庁舎・区民利用施設管理費
区

分

（単位：円）
予 算 額

区庁舎等
[区庁舎、区民活動支援センター]
土木事務所
地区センター
[地区センター（４館）]
老人福祉センター
[老人福祉センター（１館）]
青少年施設
[こどもﾛｸﾞﾊｳｽ（１か所）]
公会堂
[磯子公会堂（１館）]
区民文化センター
[杉田劇場（１館）]
コミュニティハウス
[ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ（７館）]
区スポーツセンター
[磯子ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（１館）]
区庁舎・区民利用施設修繕費
[小破修繕経費]
その他（広場・遊び場等）
［子供の遊び場（３箇所）、町のはらっぱ（４箇所）等]

合
(イ)

計

執 行 済 額

執 行 率

157,344,000

89,436,744

56.8%

9,747,000

7,349,659

75.4%

163,727,000

163,727,000

100.0%

41,514,000

41,514,000

100.0%

8,795,000

8,795,000

100.0%

57,937,000

45,594,769

78.7%

127,085,000

127,085,000

100.0%

67,116,000

67,113,161

100.0%

45,700,000

45,700,000

100.0%

10,000,000

2,460,784

24.6%

562,000

282,000

50.2%

689,527,000

599,058,117

86.9%

統合事務費

（単位：円）
区

分

予 算 額

統合事務費

25,412,000
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執 行 済 額
10,290,583

執 行 率
40.5%

２

自主企画事業等執行状況一覧
【新規：新規事業、重点：重点事業】

Ⅰ

魅力にあふれた住み続けたいまち
【８事業

２８，１７３千円】

磯子区制 90 周年や全国都市緑化よこはまフェアを契機として、地域や団体のつながりを
一層深め、区の活性化やにぎわいの創出に係る事業を推進します。
事

業
名
[予算額：千円]

事

業

内

容

１

区制 90 周年記念「磯
区制 90 周年を記念し、区民、区内活動団体、区内企業等
子まつり」事業 重点
で構成する実行委員会が主体となって区民まつりを開催し
ます。区制 90 周年を契機に、区民の皆様の磯子区への愛着
[７，０００] と一体感をこれまで以上に醸成していきます。
＜地域振興課＞

区制 90 周年記念「第 41 回磯子まつり」
《９/30（前日祭）、10/１（磯子まつり）》
(1) 磯子まつりを盛り上げるための周年事業
ア 区制 90 周年祝い隊の活動をはじめ、キャッチフレー
ズを活用した横断幕やフラッグ等による周知
イ 10 月１日までのカウントダウン
ウ 前日祭（コンサート等）
エ 100 周年に向けてのタイムカプセル
(2) 磯子まつり当日
ア 記念式典
イ オープニング・パレード
ウ 磯子アベニュー等における出店
エ 公会堂での区民ステージ
オ はたらくくるま大集合
＜参考＞区制 90 周年を記念して取り組む主な行事
事業名

実施時期

祝「出生・婚姻」区制 90 周年記念品 平成 29 年 1 月 1 日
贈呈事業
～12 月 31 日
いそご魅力再発見クルーズ

８月 20 日

健康ウォーキング in ISOGO

10 月７日
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磯子区商店街連合会と連携し、磯子区の商店街の魅力を発
商店街にぎわいづく
信することにより、商店街を含めた地域コミュニティの活性
り事業 重点
化を図ります。

２

[１，９５０]
(1) 商店街イベント等魅力発信事業
＜地域振興課＞
ア 商店街朝市《年７回》
(ｱ) 区役所屋外駐車場
《５/27（約 500 人）実施済・10/１・11/３・１/27・
３/10》
(ｲ) 日清オイリオグループ（株）横浜磯子事業場
① 春祭り会場《４/22・４/23（約 9,200 人）実施済》
② 夏祭り会場《７/26（約 1,000 人）実施済》
イ 商店街マップの配布《通年》
区役所の窓口や各商店街、転入者などへ配布を行うな
ど、商店街の情報発信を積極的に実施し、商店街の魅力
をＰＲします。
(2) 商店街活性化支援事業 新規
各商店街の実情などの聞き取り調査を基に、商店街活性
化のための支援メニューの作成を委託し、モデル事業を実
施します。
３

磯子区環境行動推進
事業

区民、事業者、行政が一体となって区民生活における環境
意識を高め、温室効果ガスの排出抑制等の環境行動を促進す
るため、節電、省エネや「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」に基づく
[８，２１０] ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）について、様々
な普及・啓発活動を推進します。また、区内美化推進重点地
＜区政推進課＞ 区等での清掃及びポイ捨て防止啓発を行い、清潔できれいな
＜地域振興課＞ 街づくりを推進します。
(1) いそごＥＣＯアクション事業
ア 環境イベント
(ｱ) 「いそご打ち水応援プロジェクト」
《全５回 ７/16・
８/６・８/19・８/20 実施済、８/26》
(ｲ) 「いそごこどもエコフェスタ」《12/９》
イ グリーンカーテンの区内公共施設への育成支援
《５月実施済》
ウ 環境行動リーフレットの発行《７月実施済》
(2) 磯子区「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」推進事業
ボランティア団体や事業者、資源循環局磯子事務所と
連携し様々な機会や手法により啓発活動を実施します。
ア イベント等の機会を活用した啓発活動
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《全 45 回（通年） 11 回（延べ 2,031 人）実施済》
イ 環境教室
保育園・幼稚園、小学校等での啓発活動
《全 35 回（通年） ２回（延べ 145 人）実施済》
ウ 乳幼児健診等での子育て世代向け啓発
《全 65 回（通年） 23 回（延べ 603 人）実施済》
エ 施設見学会《８/22》
オ リサイクル工作教室《８/24》
(3) クリーンタウン事業
ア 美化推進重点地区における、美化推進員による簡易
清掃及びポイ捨て防止啓発《通年》
イ 磯子駅・新杉田駅前周辺での清掃
《全 216 回（通年） 72 回実施済》
(4) 磯子のまち緑化計画
ア 駅前の花苗の植替《全９回》
イ 区役所周辺等への区の花「コスモス」の種蒔き
《７/27 実施済》・維持管理《７～10 月》
全国都市緑化よこはまフェア区局連携事業【環境創造局から区配 2,528 千円】
区民 1 人ひとりの緑化促進への理解を深め、全国都市緑化よこはまフェアへの関心を
高めるための取組を推進します。
(1) 杉田臨海緑地の植栽（トピアリー）の維持管理《通年》
(2) ＪＲ４駅前のプランター・花壇・花時計等の維持管理《４～６月実施済》
(3) 区役所窓口等での区の花コスモスの種の配布《４～７月実施済》
４

地域文化活性化事業

地域で文化活動をしている団体への支援として、発表の
場、鑑賞の場の提供や、いそご芸術文化祭への助成を行いま
[３，０４６] す。また、文化にあふれたまちを目指し、音楽祭や青少年を
対象としたダンスイベントを実施します。

＜区政推進課＞
＜地域振興課＞ (1) いそご芸術文化祭への助成《17 団体》

(2) 第５回磯子音楽祭《12/９》
(3) 第６回 ISOGO ダンスまつり《３/10》
(4) 区民ホールギャラリー《通年 全 45 団体》
(5) 読書活動推進イベント《11/11》
(6) 堀割川魅力づくり活動支援
ア 地域団体によるイベント・広報活動等の支援《通年》
イ 区制 90 周年記念イベントとして、堀割川や根岸湾を
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船で回遊する「いそご魅力再発見クルーズ」の開催《８
/20（115 人）実施済》新規
参

考

磯子区民文化センター「杉田劇場」事業
【29年度指定管理料（区庁舎・区民利用施設管理費で予算計上）127,085千円】
平成 29 年度、杉田劇場で実施される主な取組は以下の通りです。
(1) 劇団横綱チュチュ定期公演《９/９・９/10》
(2) イマージュISOGOコンサート《10/８》
(3) 舞台芸術公演シリーズ《全３回》
(4) 杉劇アート体験塾《全３回》
(5) ひよこ♪コンサート《全３回》

５

区民スポーツ振興事
業

区民のスポーツを通じた健康づくりを促進するため、スポ
ーツ推進委員が実施する事業及び磯子区体育協会加盟団体
等が開催する区民スポーツ大会や教室を支援します。

[３，９４４]
(1) スポーツ推進委員事業
＜地域振興課＞
ア ドッヂビー体験会《通年 ７/１（50 人）実施済》
イ 磯子区民輪投げ大会《３/４》
ウ 世界トライアスロンシリーズ横浜大会・横浜マラソ
ン・区民駅伝大会等への従事《通年》
エ 各地区における事業《通年》
(2) 各種団体が開催する区民スポーツ大会や教室の支援
《少年野球・綱引・剣道大会等 20 事業程度》
６

健民祭応援事業

地域の様々な団体が連携して実施する「健民祭」を支援し、
地域の連携力を推進します。
[２，３９３]
29 年度は 90 周年記念事業と位置付けます。
《９地区》

＜地域振興課＞
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高齢者をはじめ、区民の健康づくりや外出意欲向上のた
健康わくわくみちづ
め、設定したルートに駅や施設からの距離や消費カロリーを
くり事業
示す案内板や行先表示板、休憩スポットとなるベンチを設置
[９３０] し、“歩くことが楽しくなる道”を整備します。

７

＜土木事務所＞ (1) 実施時期

ア ルート選定《５～10 月》
イ 設置場所の検討・調整《10～12 月》
ウ 案内板・ベンチ等の購入・設置《１～３月》
(2) 設置内訳
ア 案内板等《２基》
イ ベンチ《６基》
８

祝「出生・婚姻」区
平成 29 年 1 月から戸籍届出窓口で出生・婚姻届出者にお
制 90 周年記念品贈呈事 祝いメッセージ付ミニアルバムを贈呈しています。引き続き
業
12 月末まで配付し、10 月に迎える区制 90 周年を盛り上げま
す。
[７００]
(1) 贈呈期間
＜戸籍課＞
平成 29 年 1 月 1 日～12 月 31 日
(2) 贈呈対象者
出生届出者及び婚姻届出者
(3) 贈呈品
ア ミニアルバム
イ 折り紙作品（季節の風物）のシールセット
ウ 区長のお祝いメッセージ
(4) 配布数
647 冊《４～７月》
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Ⅱ 共に支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち
【13 事業

２９，６３０千円】

誰もが住み慣れた地域で、いつまでもいきいきと安心して暮らし続けていくために、人
と人とのつながりを育み、互いに支えあえるまちづくりを進めるとともに、未来を担う子
どもたちを健やかに育むため、子育て支援や青少年育成の取組を積極的に推進します。
事

業
名
[予算額：千円]

事

業

内

容

９

いそごみんなの食卓
設置事業 新規 重点

地域の中で困難を抱える子どもたちや高齢者など幅広い
世代がお互いに支えあう場として、
「いそごみんなの食卓（仮
称）」を新杉田行政サービスコーナー跡地に設置します。
[３，２００] 《磯子地域ケアプラザでの食堂の試行実施５/25（ボランテ
ィア 20 人、来場者 17 人）
、ボランティア団体立上げ７月、
＜区政推進課＞ 新杉田交流スペース（新杉田行政サービスコーナー跡地）開
所式７/20、食堂の開始８/24》

10

近くに商業施設がなく、交通が不便な地域に居住している
など、日常の買い物が困難な状況にある高齢者等を対象に、
体力的負担の軽減や外出意欲向上のため、買い物支援をモデ
[２，０５０] ル実施します。

磯子らくらく買い物
支援モデル事業 新規

＜区政推進課＞ (1) モデル地区《上笹下地区》

(2) モデル地区でのニーズ調査《６～７月実施済》
11

区民の健康づくり応
援事業 重点

区民が自らの健康に関心を持ち、主体的な健康づくりを身
近な場所で実施できるよう、講座やイベントを開催し、健康
づくりに関する知識や技術の普及・啓発を行います。また、
[２，３８９] より多くの区民への啓発を行うため、商店街等と連携した健
康づくりイベントを実施します。さらに、区民が健康づくり
＜福祉保健課＞ 活動を継続するため、保健活動推進員への研修等を実施し、
地区活動を支援します。
(1) 健康づくり事業
ア 保健活動推進員関連事業
(ｱ) 保健活動推進員研修《全３回 ６/15･６/23･６/29
（延べ 133 人）実施済》
(ｲ) あなたのまちで健康づくり講座《通年 ８回（延べ
169 人）実施済》
(ｳ) ウォーキング企画支援《通年 ６/10（27 人）、
７/４（54 人）実施済》
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(2) 地域食育推進事業
ア 子どもの食育
(ｱ) 出張栄養相談 in いそピヨ《全 12 回（通年） ４回
（延べ 40 人）実施済》
(ｲ) おかゆ講座
《全６回 ４/18（21 人）、６/20（16 人）、８/８（20
人）実施済、10～２月》
イ 大人の食育
出張！健康づくり応援隊《全３回 ５/21(274 人、プ
ララ杉田専門店会)実施済、９/28（浜マーケット）、11
～３月》
ウ 図書館連携事業
おいしいお話よみきかせ《全２回 ８/24・12/21》
(3) 健康情報提供・啓発《通年》
(4) 磯子区制 90 周年記念 健康ウォーキング in ISOGO
《10/７》新規
12

第３期磯子区地域福
祉保健計画推進事業
重点

「誰もが幸せに暮らせるまち」を目指して、地域の福祉保
健活動の支援や計画の普及啓発を行い、第３期磯子区地域福
祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」（計画期間：28～32 年度）
の推進を図ります。

[３，４３７]
(1) 第３期計画の推進
＜福祉保健課＞
ア 策定・推進検討会《全２回 ８/30・２月》
イ スイッチＯＮ磯子事業補助金
(ｱ) 地域支えあい事業《９地区》
(ｲ) 各地区別計画推進組織《９地区》
(ｳ) 地区別取組事業《９地区・82 事業》
※元気な地域づくり推進事業【市民局から区配】
（42
ﾍﾟｰｼﾞ）として実施
ウ

区役所・区社協・地域ケアプラザ職員向け地域支援研
修《全２回 ６/29・７/６（延べ 55 人）実施済》
エ 地域支えあい事業訪問員研修会《３月》
(2) 計画の普及啓発
ア 第３期磯子区地域福祉保健計画講演会《11 月》
イ まめ通信の発行
《全９回 ５～７月発行済、９～３月（12 月除く）》
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13

超高齢社会が進み、団塊の世代が後期高齢者になる 2025
年に向け、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるよう地域包括ケアシステムの構築を目指します。その
[１，９９２] ために、高齢者自らが老後を考えるきっかけづくりや健康づ
くりを進めるとともに、認知症の方々を地域で支え見守る体
＜高齢・障害支援課＞ 制づくりを進めます。

高齢者みんなで支え
るまちづくり事業

(1) 地域包括ケアシステム普及啓発リーフレット作成
《15,000 部 12 月》新規
(2) 地域ケア会議
ア 個別ケース地域ケア会議及び包括レベル地域ケア会
議《全 24 回（通年） ８回実施済》
イ 区レベル地域ケア会議《12 月》
ウ 地域ケア会議説明用パンフレット作成《８月》
(3) 磯子区版エンディングノート講座《全 15 回（通年）
１回実施済》
(4) ロコモティブシンドローム(運動器の機能低下)予防
磯子区版ハマトレ(介護予防体操)ＤＶＤ増版及びリー
フレット作成《10 月》
(5) 元気づくりステーション事業【健康福祉局から区配】

《新規２か所立ち上げ済み

継続 20 か所》

(6) 認知症普及啓発
ア 認知症サポーター養成講座《全 30 回（通年） ５回
実施済》
イ 認知症サポーターの高齢者支援ボランティア「いそご
オレンジボランティア」の登録促進《通年 88 人登録》
ウ 磯子区徘徊高齢者あんしんネットワーク連絡会
《12/７》
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障害者の支援に関わる関係機関のネットワークにより、障
害者の地域生活課題を抽出し、課題解決を図るとともに、支
援者のスキルアップのための学習会を開催します。また、障
[７６５] 害理解の促進に向けた区民向け啓発事業として映画上映及
び講演会を行います。

14

障害者地域生活サポ
ート事業

＜高齢・障害支援課＞

(1) 障害者相談支援ネットワーク事業
ア 支援者学習会《全２回 10・２月》
イ 障害者の災害対応力向上の支援
(ｱ) 障害者関係機関による防災の意見交換《10 月》
(ｲ) 障害者の地域防災訓練への参加促進
(2) 障害者週間等普及啓発
ア 障害者施設自主製品販売（こすもすショップ）
《全 11 回（通年） ４回実施済》
イ 広報特集掲載《11 月》
ウ 作業所紹介パネル展示・当事者作品展示
《12/４～12/８》
エ 障害理解の促進に向けた普及啓発映画上映＆講演会
《12/６》新規
オ 磯子区内障害関係事業所マップナビの改訂版作成
カ 障害者スポーツパネル展《８/20～８/26》
(3) 精神保健福祉ボランティア入門講座
《１コース３回 10～11 月》
15

生活困窮者の社会参加を促進するためのモデル事業を実
施します。また、職員及び地域の支援者向け研修会を開催す
[１，４００] るとともに、相談窓口の案内を記載した事業 PR カードを継
続して配布します。

生活困窮相談支援事
業

＜生活支援課＞

(1) 生活困窮者社会参加プログラム構築モデル事業 新規
相談者の状況に応じた社会参加につながるよう、マッチ
ングの仕組みづくり等を行います。《通年》
【具体的取組】
ア 体育施設での体操参加、清掃ボランティア等
イ 保育園での草むしりボランティア等
・対象者
長期的に無職の状態にある人、社会や地域とのつな
がりが乏しく孤立している人等
・受入協力先
制度理解がある事業所、ボランティア受入ニーズの
ある施設等（平成 28 年度実態調査により 29 事業所）
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(2) 実践的講習開催事業
ア 区役所職員向け研修会
《課職員向け全３回 ７月実施済、区役所職員向け全１
回 12 月》
イ 支援者向け研修会《２月》
(3) 事業ＰＲカードの作成・配布事業
増刷 8,000 枚昨年度配布先へ補充《約 200 か所９月まで》

磯子区寄り添い型学習支援事業

【健康福祉局から区配

12,270 千円】

生活困窮状態等により支援を必要とする家庭に育つ中学生を対象に、高校進学に向け
た個別学習支援を行います。《磯子地域ケアプラザ・洋光台地域ケアプラザ・杉田劇場
定員計 60 人 全 273 回（通年） 90 回（延べ 1,168 人）実施済》
また、高校中退防止に向けた学習の仕方等に関する相談支援等も行います。
《定員 10
人 全 45 回（通年） 15 回（延べ 51 人）実施済》
16

子育て応援推進事業
子どもをもつ家庭が健全に子育てを行えるよう、妊娠期か
重点
ら乳幼児期にわたり支援を行います。また、地域子育て支援
[４，１６１] 拠点や地域の子育て支援団体・機関との連携・協働を進め、
地域の子育て支援の充実に取り組みます。
＜こども家庭支援課＞

(1) 新米パパの育児教室《全３回 ６/10（24 人）実施済、
10/14・２/10》
(2) 授乳時不安解消教室《全 12 回 ４回（延べ 27 人）実施
済》
(3) 赤ちゃん教室《10 会場 各会場月１回(８月休会)（延べ
815 人）》
(4) 保育ボランティアの研修と活用
ア 研修会《全４回 ５/10 実施済、10/４・11/10・
12/６》
イ 保育ボランティアの活用《通年》
(5) はっちネット（磯子区発達障害児・者地域支援ネットワ
ーク連絡会）事業
発達障害児・者の支援者が集まって、理解を深めるため
の情報交換や勉強会、区民向けの講演会等を「いそご地域
活動ホームいぶき」との協働により行います。
ア 区民向け講演会《８/31》
イ 連絡会内部研修《11/２》
・事例検討《全２回 ９/21・
１/18》
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ウ 関係機関（教職員）向け勉強会《８/１実施済》
(6) 「磯子育児日誌」の配付
《作成 1,500 部、４～６月 319 部配付済》
出生したお祝いにオリジナルの育児日誌を配付します。
(7) 子育て支援の情報提供
区内の子育て情報をまとめたマップを作成・配付しま
す。
《5,000 部 11 月》
(8) しつけリーフレット（仮称）の配付 新規
虐待予防のために、子どもとの効果的なコミュニケー
ションやしつけについてのアドバイスをリーフレットに
まとめ配付します。《3,000 部 10 月》
(9) 児童虐待防止対策事業【こども青少年局から区配】
ア 児童虐待防止草の根啓発講座《全５回》
イ 磯子区要保護児童対策地域協議会実務者会議
《代表者会議・関係機関会議・エリア会議 各１回》
ウ 児童虐待防止のための区民向け啓発
《パネル展示 11 月、新米パパの育児講座での SBS
（乳幼児揺さぶられ症候群）予防啓発》
エ 児童虐待防止講演会《12/22》

参

考

地域子育て支援拠点「いそピヨ」事業
【29 年度委託料予算額 51,569 千円（こども青少年局で予算計上）】
親子が気軽に集い交流する場の提供、子育て相談、情報提供を行うとともに、子育
て支援団体・関係者等のネットワークづくりや人材育成を行います。また専任スタッ
フ「横浜子育てパートナー」がよりきめ細やかな相談・支援に取り組んでいきます。
＜重点目標＞
(1) 地域に出向き地域の生きた情報を収集するとともに、ネットワークを活かした地
域全体の子育て支援情報の集約と発信を行い、地域に偏りのない子育て支援を行い
ます。
(2) 利用者同士が支え合う関係を作れるよう取り組んでいきます。
(3) 多様な養育者に支援が行き届くよう取り組みます。
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市立保育園の保育施設を活用した子育て支援事業を実施
することで、親と子のふれあいや地域とのつながりを醸成
業
[９７０] し、子育て中の家庭や妊婦とその家族を支援します。
また、園児が保育園で花を栽培・展示し、地域の緑化を進
＜こども家庭支援課＞ めます。平成 29 年度は、民間保育園での実施拡充に向けて
取り組みます。

17

保育園地域子育て事

(1) 食育推進事業
「すくすく・もぐもぐ」（給食体験と育児相談）
《全 88 回 ５～７月７回実施済、８～３月》
(2) 育児支援事業
ア 図書貸出しコーナーの設置・読み聞かせ（通年）
貸し出し件数 全 400 件 239 件実施済
読み聞かせ 全 160 回 70 回実施済
イ プレパパ・プレママの保育見学・体験
《全 80 回 ６～７月２回実施済、８～３月》
ウ 出前保育《全 20 回 ６～７月６回実施済、８～３月》
エ 合同育児講座
民間保育施設と合同実施《全３回 ７/25（28 人）実
施済、10/24・１/23》
(3) 保育園花いっぱい事業
ア フラワーポットによる花の栽培と展示《通年》
イ 栽培した花を区庁舎に展示《１階区民ホール 10/16
～10/27》
ウ 種の採取及び保育園イベント参加者へ配付《随時》
エ 民間保育園等との協働による花の栽培・展示《種まき
体験 延べ 15 回実施済》

》

《

【こども青少年局から区配】
(4) 保育資源ネットワーク事業
保育の質(専門性）の向上と地域子育て支援の充実に向
け、公私立の保育施設が相互に連携を図ります。
(5) 保育職員研修事業
公私保育施設の保育従事者を対象に研修を実施しま
す。《全 25 回（通年） ８回（延べ 279 人）実施済》
(6) 市立保育所相談機能支援事業
臨床心理士を保育園に派遣し、保育士に助言等を行い
ます。《月１回程度／各園 13 回実施済》
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自治会町内会の活動支援や負担軽減等、地域の振興に寄与
自治会町内会振興事
する取組を進めます。また、自治会町内会長等に感謝の意を
業 重点
表すとともに、行政と地域との信頼関係を深めます。
[３，２１５]
(1) 自治会町内会支援事業
＜地域振興課＞
ア 加入申込書・活動案内冊子の配布《随時》
戸籍課窓口での転入者への配布や、区内宅建協会の会
員への配布依頼等
イ 新設のマンション等へ自治会町内会の紹介動画等を
活用した設立の支援
ウ 会計講習会 新規《全９回（３回×３）８月～11 月》
エ 広報講習会 新規《全９回（３回×３）８月～11 月》
(2) 自治会町内会長感謝会《３月》
(3) 自治会町内会役員等表彰《６～７月（延べ 24 人）実施
済》
(4) 区連会資料の配送委託《随時》
(5) 掲示板設置等補助事業 新規

18

19

「区民のちから」発
地域の課題を「区民のちから」で解決していくために、い
揮・活用事業
そご区民活動支援センターを中心に、地域活動の担い手を育
成するとともに、講座の実施や情報紙・ホームページを活用
[１，０７２] した情報提供により、活動グループ・団体を支援します。
＜地域振興課＞ (1) 活動参加促進事業

ア
イ

担い手育成講座・入門編《全５回 11・12 月》
ボランティア応援隊事業
区民から公募した「磯子区ボランティア応援隊」が、
地域で活動する団体の情報を支援センター情報誌「いそ
つな」に掲載します。
(2) 運営支援事業
ア 担い手育成講座・スキルアップ編《７/11（26 人）実
施済、１月》
イ 交流会
地域活動を行う団体・グループや区内各施設との交流
会を実施《９/９・２月》
ウ いそご地域活動フォーラム
活動団体の発表の場や活動参加のきっかけとなるイベ
ントを実施《６/17（約 700 人）実施済》
エ スペース・機材の提供
オ 情報提供
(ｱ) 情報紙｢いそつな｣の発行《毎月 1,000 部程度発行》
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(ｲ) 活動に関する情報の収集・相談窓口での提供
元気な地域づくり推進事業【市民局から区配

5,995 千円】

身近な地域における活動を積極的に支援するとともに、自治会町内会をはじめとす
る様々な団体が連携して、課題解決に取り組む地域を広げていくため、「人材づくり」
や「組織づくり」など地域の取組を支援します。
(1) 地域運営補助金
自治会町内会を含む複数の団体が連携した多世代交流や青少年育成などの取組を支
援します。《申請３団体、申請予定２団体》
(2）コスモスミーティング
地域課題解決のための意見交換の場として、各地区連合町内会で実施します。
《９地区実施済 屏風ヶ浦地区６/16、上笹下地区・杉田地区６/17、根岸地区６/22、
汐見台地区６/24、滝頭地区７/３、岡村地区７/５、磯子地区７/21、洋光台地区７/27》
(3) 磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」事業補助金
地区別計画に基づき、地区別計画推進組織又は自治会町内会が実施する福祉保健活
動を支援します。《９地区・82 事業》【再掲】
協働による「地域づくり大学校」事業【市民局から区配

1,100 千円】

【いそご地域づくり塾 】
先進的な事例の現地見学やワークショップでの学び合いを通して、次代の地域活動
を担う区民と区職員、区社協職員などが「協働による地域づくり」を学び、地域の課
題解決や魅力づくりを進める力を養うことを目的とした「いそご地域づくり塾」を実
施します。
今年度は「居場所づくり」をテーマとし、10 月から来年の１月にかけて７回の講座
を実施します。参加者は 30 人程度とし、講義を聞くだけでなく、先進事例の現地見学
会などを通して、区民と区職員が地域の課題解決のための手法などを、実践的に学び
ます。
20

国際交流推進事業

外国人にとっても住みやすい環境づくりを目指し、相談業
務や通訳・翻訳業務を通して外国人の生活をサポートすると
[６０８] ともに、日本語ボランティアによる学びの場を支援します。

＜地域振興課＞ (1) 国際交流コーナー事業

ア
イ

生活相談
月・水・金曜日 午前 10 時から午後１時 30 分まで
通訳・翻訳業務
通訳・翻訳の依頼に応じて、事前に登録しているボラ
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ンティアを派遣《随時》
ウ 各国料理教室、外国人による日本語スピーチ会等の交
流イベント《全５回 ５/15(25 人)・８/５(78 人)実施
済、９月・11 月・12 月》
(2) 日本語教室支援事業
日本語ボランティアフォローアップ講座を実施
《全３回 １～３月》
(3) 国際交流推進イベント 新規
区内在住の外国人と区民の交流を促進するためのイベ
ントを実施《11 月》
21

青少年育成活動助成
区制 90 周年を契機に、学校・家庭・地域が連携した青少
事業
年健全育成のさらなる推進を図るとともに、青少年指導員が
実施する事業等、区内の青少年育成活動への支援をより一層
[４，３７１] 進めます。
＜地域振興課＞ (1) 磯子区青少年育成協議会への活動支援

ア

磯子区学校・家庭・地域連携事業
《９地区及び７中学校区》
イ 健全育成に関わる講演会や研修会等の実施《全２回
小・中学校への出前授業》
ウ 磯子区青少年健全育成指針の策定 新規≪10 月≫
(2) 青少年指導員事業
磯子区青少年指導員協議会の活動を支援
ア 夏休み作品教室《９地区 ７～８月》
イ 夏休み工場見学会《８/２（27 人)・８/22（18 人）実
施済》
ウ 第５回磯子区紙ヒコーキ大会《２/18》
エ いそごこどもまつり 2017《11/12》
オ 磯子区青少年指導員協議会 50 周年記念事業 新規
(3) 磯子区子ども会連絡協議会への支援
磯子区子ども会連絡協議会が行う活動を支援し、事業に
対して補助を行います。
(4) 青少年育成活動への支援《８事業》
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Ⅲ

安全・安心で住みやすいまち
【６事業

１３，７３４千円】

東日本大震災や熊本地震の教訓等を踏まえて、区民への啓発や地域の自助・共助の支
援、総合的な災害対策の強化に係る取組等を実施します。また、区民の皆様の声を聞き
ながらまちづくり方針を策定し、住みたい、住み続けたいと思える磯子区の実現を目指
します。
事

業
名
[予算額：千円]

事

業

内

容

22

地域と一緒につくる
子育て世代の防災意識向上を目的とした講座を開催する
安全安心まちづくり事 とともに､地域防災拠点単位の｢安全・安心マップ｣の作成･配
業 重点
付や地域が主体となって行う防災訓練の支援､地域防災活動
の担い手となるボランティア団体の活動支援等を行います。
[７，５４１]
＜総務課＞
＜福祉保健課＞
＜高齢・障害支援課＞
＜生活衛生課＞

(1) 地域の自助・共助強化事業
ア 子育て世代の防災意識向上を目的とした講座 新規
(ｱ) 地域子育て支援拠点「いそピヨ」での防災講座
《全６回 ８/29・９/26・10/24・11/21・12/26・
１/23》
(ｲ) 『子育て家庭の「防災食」講座』の開催《７/10（10
人）実施済》
(ｳ) 親子向け防災講演「防災エンスショー」の開催
《11/18》【総務局から区配】
イ 市民防災センターを活用した体験ツアーの実施
《８/１（69 人）実施済》【総務局から区配】
ウ 安全・安心マップの作成・配付《８拠点》
地域防災拠点を単位とし、災害時の危険箇所や避難経
路を確認・検討できる地域の防災マップを作成・配付し
ます。また、防災訓練等での活用を支援します。
エ 防災マップの配布
転入者等に対する磯子区防災マップの配布《通年》
オ 要援護者支援促進事業
協定の締結、名簿の作成等《134 自治会町内会》
(2) 地域防災訓練等支援事業
ア 自治会町内会等が行う防災訓練の支援
イ 地域防災拠点訓練の支援《21 拠点 １～３月》
ウ 拠点運営委員向けの講習会《全２回 ９/21・10 月》
(3) 防災ボランティア活動支援事業

-44-

ア

防災パネル展の開催
《全２回 ８/28～９/１・１/15～１/19》
イ 応急手当普及員の再講習の支援
(4) 救急医療情報キット配付事業
希望する区民に対し、救急医療情報キットを配付《通年》
(5) 災害時医療体制充実のための訓練
ア 区医師会等関係機関と連携した訓練
《全２回 11 月・２月》
イ 関係機関等による情報受伝達訓練
《全６回 ４/20・６/１・８/３実施済、10 月・12 月・
２月》
(6) 区災害対策本部運営強化事業
ア 区本部運営訓練
地震や風水害（土砂災害を含む）に備え、関係機関、
ボランティア団体と連携した訓練の実施
《全３回 ６/22 実施済・９月・１月》
イ 拠点動員者研修
拠点動員者のスキルアップを図る研修の実施《12 月》
(7) 災害時ペット対策の啓発
ペットの飼い主に対して災害への備え、備蓄しておく物
品や準備すべき事柄等について啓発します。
ア 災害時ペット手帳の増刷・配布《2,000 部 通年》
イ 地域防災拠点訓練時等での啓発パネル等展示《通年》
ウ 災害時ペット対策の講習会《９/10》新規
緊急時における迅速、確実な連絡体制の構築事業【区局連携促進事業

1,115 千円】

自治会町内会長等に、災害時の緊急情報をコンピューター音声で一斉に電話連絡でき
る「緊急時情報システム」を試行的に運用し、地域との効果的な情報受伝達体制の確立
に向けて、事業効果を検証します。
《自治会町内会長向け ７/25 運用開始、即時避難勧告対象世帯向け ８/11 運用開始》
23

いそご地域・学校防
犯力強化事業

犯罪のない安全で安心なまちを実現するため、地域・学
校・警察等と協力・連携し、防犯対策を進めます。

[１，０７１] (1) 防犯活動の支援
ア 区民による主体的な防犯活動や取組に対する支援
＜地域振興課＞
自治会町内会など区民が主体的に行っている防犯パト
ロールなどの活動や取組を支援します。
(ｱ) 防犯パトロール物品（ベスト、腕章、のぼり旗等）
の提供《通年》
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当事業は、
【市民局からの区配 160 千円（地域防犯
活動支援事業）】と合わせて執行します。
(ｲ) 防犯講習会《随時》
《７/７「滝小安全見守り隊」実施済》
イ 地域防犯活動と学校防犯活動の連携強化
地域と学校による合同会議に出席し、相互に連携した
防犯活動の展開を図ります。
《５/30 根岸小、６/23 さわ
の里小 実施済》
ウ その他の支援
磯子警察署等と連携し、防犯意識の啓発を行います。
(ｱ) 安全・安心まちづくり推進協議会《６/５実施済》
(ｲ) 防犯キャンペーン《全 12 回 ５/10・６/９・７/10
実施済、区内主要駅前等で実施（月１回）》
(ｳ) 安全安心メールの配信《登録アドレス数 2,516 件、
配信回数 17 回》
(2) 中学生ポスターコンクールの実施及び表彰《６～10 月》
区内中学生の防犯意識及び交通安全意識を高めるため、
ポスターコンクールを実施します。
(3) 安全・安心まちづくり功労者表彰《10 月》
防犯及び交通安全の推進活動に顕著な功績があった個
人及び団体を表彰します。
(4) 青色防犯パトロール《通年》
青色回転灯を装着した公用車による区内の巡回パトロ
ールを行います。《区職員実施回数 30 回実施済》
24

交通安全啓発事業

交通事故防止と安全意識の高揚を図るために交通安全指
導と啓発活動を警察、交通安全協会等の団体と連携して進め
[２，４９２] ます。

＜地域振興課＞ (1) 交通安全指導

交通安全教室や研修会を警察署、交通安全協会、ボラン
ティア団体等と連携して実施します。
ア 幼児交通安全教室
幼児を対象に交通安全の講話（お話・ビデオ等）、横
断歩行訓練などを実施します。《全 32 園 ４～７月 18
園（延べ 2,213 人）実施済、９～２月》
イ 児童交通安全教室・はまっ子交通安全教室
児童交通安全教室では安全な歩行と正しい自転車の乗
り方の指導をします。はまっ子交通安全教室では車とダ
ミー人形を使った巻き込み・衝突実験などを併せて行い
ます。
《全 16 校 ４～７月６校（延べ 2,618 人）実施済、
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９～12 月》
ウ 高齢者を対象とした交通安全指導
(ｱ) 研修会《７/７（42 人）実施済》
(ｲ) 参加体験型交通安全教室《10/23》
(ｳ) 老人クラブを訪問しての交通安全教室《随時》
(2) 交通安全キャンペーン
年間及び各季の運動を関係団体と連携して実施します。
ア 各季キャンペーン
《全４回 ４/11 中止、７/13 実施済、９・12 月》
イ 強化月間キャンペーン
《全４回 ５/２・６/８実施済、10・12 月》
(3) スクールゾーン対策事業
児童を交通事故から守るために、安全な街づくり・環境
づくりを各スクールゾーン対策協議会と連携して実施し
ます。
(4) 駅周辺安全確保事業【道路局から区配】
区内５駅周辺における自転車等の放置を防止し、きれ
いで安全なまちづくりを目指すため、啓発誘導員を配置
し、自転車駐車場への誘導と放置防止を呼びかけます。
また、放置多発地域では、放置防止のための広報啓発等
を行います。
ア 新杉田駅、京急杉田駅周辺《249 日》
イ 根岸駅、磯子駅《70 日》
ウ 洋光台駅《105 日》
25

消費生活推進事業

区民の安全で快適な消費生活の推進を図るとともに、消費
者の意識向上と知識向上を目的として、磯子区消費生活推進
[７８０] 員による活動を支援します。

＜地域振興課＞ (1) 地区活動支援

ア

消費者被害未然防止・拡大防止に関する啓発講座
《全 14 回（７地区×２回）６/17（90 人）
・７/13（37
人）実施済、８～３月》
イ 各地区の活動報告を掲載した『いそご消費生活だよ
り地区版』の発行《３月》
(2) 区活動事業
ア 消費生活教室《６/27（108 人）実施済》
イ こども消費生活セミナー《８/１》
ウ 得トク生活フェスタ《11/３》
エ 磯子くらしのセミナー《12/20》
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オ いそご消費生活だよりの発行《２月》
(3) 推進員活性化事業
ア 施設見学会（推進員の知識向上を目的）《10/12》
イ 合同会議（推進員の地域間連携の向上を目的）
《全２回 ８/29・２/６》
ウ 地区代表者会議
《全 10 回 ５/９(12 人)・６/６（13 人）・７/４（13
人）実施済、９～３月》
26

食と暮らしの安全確
保・啓発事業

区民の安全で安心な生活を実現するため、健康危機管理の
強化に対する支援や生活衛生及び動物の愛護に関する正し
い情報を発信します。

[４７０]
(1) 食品取扱施設の衛生確保
＜生活衛生課＞
食品取扱施設への立入り時に調理器具や手指の拭取り
検査を実施し、その場で結果を評価します。
ア 保育園等《全 100 施設 ６～７月 16 施設実施済、８
～２月》
イ 弁当屋《全 10 施設 ８～２月》新規
拭取り検査の他、培地を用いて細菌による汚染を判定
し、衛生指導に生かします。
(2) 食中毒、感染症予防対策
地域住民対象の食中毒予防啓発イベント・講習会や社会
福祉施設職員対象の感染症予防研修会を実施します。
ア 食中毒予防キャンペーン《８/２実施済》
イ 感染症対策指導者養成研修会《全４回 10～11 月》
ウ イベントにおける食中毒予防講習会
《全４回 ５/31・６/９・８/４（２回）実施済》
エ 配食サービス等における食中毒予防講習会
《全２回 11/３・11/８》
(3) 食と暮らしの衛生に関する情報発信
ア 衛生講習会（区民、施設従事者対象の出前講座）
《全 65 回（通年） 22 回実施済》
イ 食中毒・衛生害虫・災害時ペット対策・薬物乱用防止
のパネル展
《全３回 ５/22～５/29・７/３～７/７実施済、10/10
～10/13》
ウ 電子案内板を活用した注意喚起
《蚊（５～11 月）、カンピロバクター・ノロウイルス食
中毒（通年）》
エ 杉田劇場夏祭りイベントへの展示ブース出展《８/25》
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(4) 衛生害虫等対策
ア 広報よこはまにてハチ・蚊等に関する啓発《５月実施
済》
イ 区役所、地区センターでハチの巣駆除機器の貸出
《通年》
(5) 動物適正飼育に関する啓発
ア 犬や猫の適正飼育啓発資料の配付
《通年 2,000 部配付》
イ 長寿犬表彰、適正・終生飼育講演会《11/12》
ウ 猫の適正飼育支援（猫侵入防止機器の貸出し）
《通年》
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27

磯子区まちづくり方
針策定事業 重点

磯子区全体の将来像として、平成 28 年度に作成した素案
をベースに、平成 15 年８月に策定した横浜市都市計画マス
タープラン磯子区プランを改定します。

[１，３８０]
(1) 改定スケジュール
＜区政推進課＞
ア 改定原案の作成《４～６月》
イ 改定原案の公表及び市民意見募集《６/12～７/３実施
済》
ウ 改定案の作成《９月》
エ 改定案の都市計画審議会への付議《１月》
オ 告示（改定版区プラン確定）《３月》
当事業は、
【都市整備局からの区配】と合わせて、2,730
千円で執行します。

空家対策モデル検証事業【区局連携促進事業

10,200 千円（他区分含む）】

28 年度に実施したモデル事業を踏まえ、空家活用の他地区への展開に向けた調査・検
討を行うとともに、管理不全の空家の解消に向けて、各区が効率的な指導が行えるよう
検討します。
また、増加傾向にある管理不全な空家について、所有者へ適切な指導を効率的に実施
するため、各空家の情報を区局が連携して管理するデータシステムを構築します。
(1) 空家の活用等と展開に向けた検討
(2) 空家データの管理システムの構築《基本モデルの構築 11 月、検証・改善３月》

磯子駅前再編整備に関する検討【区局連携促進事業

2,000 千円】

超高齢社会の到来、歩行往来者の増加、自動車交通量の減少を踏まえて、磯子駅前広
場のあり方を見直し、従来の交通結節点の機能に加え、安全・安心でバリアフリーな広
場、賑わいの創出や活性化に資する空間の整備に向けた調査等を実施します。
(1) 歩行者や車両等の交通量など現況調査《12 月》
(2) 現況調査を踏まえた課題の抽出等《３月》
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Ⅳ

おもてなしの心による区民サービス
【６事業

２６，６４２千円】

おもてなし意識の向上のため、職員研修や窓口の改善等を実施することにより、親
しみやすい区役所を実現します。また、広報よこはまをはじめとする様々な媒体を通
じて、効果的でわかりやすい情報発信を行います。
事

28

業
名
[予算額：千円]

事

業

内

容

区民満足度向上事業

区民満足度の向上を図るため、区役所職員の窓口応対に関
する取組や人権啓発に関する研修を行うとともに、来庁者に
[３，１４２] とって、より快適で利用しやすい庁舎環境の整備を行いま
す。
＜総務課＞

(1) 区研修事業
ア おもてなし研修《全６回 ８/２（24 人）・８/３（28
人）・８/16（27 人）実施済、８/24・８/25・８/31》
全職員が転入時に受講し、その後３年に１回受講しま
す。
イ 応対マナー講座《10 月》
職員の模範となる応対マナーを身に付けた職員を養成
し窓口サービスの向上につなげます。
ウ 磯子区独自の窓口外部評価《11 月》
エ 人権啓発研修《通年》
オ 課題検討にかかる職員派遣《通年》
区の課題の解決を図るため、他都市の先進的な取り組
みを学びます。
(2) 区庁舎の環境整備
ア 照明のＬＥＤ化《９月》
イ トイレの環境整備（温水洗浄便座の設置）《８月》
ウ わかりやすい庁舎案内の整備（音声案内装置の設置
等）《11 月》
29

広報相談事業

区民生活マップ及び統計白書等の広報や、法律相談等の区
民相談、来庁者への案内を行います。

[６，５４１]
(1) 区民生活マップを含む各種ご案内を転入者等へ配布
＜総務課＞
《通年》
＜区政推進課＞ (2) 区民生活に関わりの深い各種統計情報を掲載した「磯子
区統計白書」の発行《11 月 1,500 部》
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(3) 弁護士、公証人、行政書士、交通事故等専門相談員、行
政相談委員による区民相談の実施《通年》
(4) 来庁者への親切丁寧な総合窓口案内《通年》
30

広報よこはま磯子区
版発行事業

紙面の充実を図るとともに、効果的でわかりやすい区政Ｐ
Ｒ、コラム紹介、イベント情報など区民により親しまれる広
報紙を作成します。

[１０，７４６]
(1) 広報よこはま磯子区版
＜区政推進課＞
毎月１日発行 73,500 部/月
《12 ページ９回、８ページ３回》
(2) 紙面アンケート《毎月》
31

区づくり経営事業

区民ニーズを踏まえ、区の行政運営を効果的・効率的に推
進するため、主要事業の企画・進行管理、区内事業の総合調
[５，４５０] 整及び各種事業の評価・検証、区民ニーズの調査等を実施し
ます。

＜区政推進課＞

(1) 運営方針の策定《４月実施済》
(2) 事業評価委員会《全３回 ７/25 実施済、10/23・３月予
定》
(3) 区民意識調査《調査６月実施済、報告書公表 12 月》
(4) 地域別データ集「磯子のＡＢＣ」の発行《９月》
32

国民年金制度アピー
国民年金制度への理解や関心を深めるとともに、国民年金
ル事業
保険料の納付率向上を図るため、啓発物品（国民年金制度に
関する啓発メッセージや「いそっぴ」等を印刷したクリアホ
[２６３] ルダー）と啓発用チラシを作成し、高校生等の若い世代を中
心に配付します。高等学校では啓発物品の配付とあわせて説
＜保険年金課＞ 明会を開催します。また、啓発パネルを作成し、磯子まつり
等で展示します。
(1) 作成枚数《3,000 枚（６月作成済）》
(2) 配付先
区内高等学校（６校）、県立衛生看護専門学校、区内 15
商店街、食品衛生協会（７/19 配付済）
、生活衛生協議会等
(3) 説明会（予定）
区内高等学校（磯子、氷取沢、磯子工業（全日制・定時
制）、横浜商業（別科）、横浜学園）等
(4) パネル展《磯子まつり（10/１）、区民ホール（11/14～
11/24）
》新規
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33

区総合調整費

区役所業務にかかる区民のニーズや緊急な課題に迅速か
つ柔軟に対応するための経費です。

[５００]
＜総務課＞
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議題３

平成 30 年度磯子区予算編成の考え方について

平成 30 年度は、節目である区制 90 周年を経て、次の 100 周年に向けた新たなスター
トを切る年度となります。
そこで、これまでの区の基本目標の趣旨を踏襲しつつ、新たに「地域の皆さまととも
につくる笑顔あふれるまち・いそご」を基本目標に施策を推進してまいります。
区民の皆さまのニーズや、区を取り巻く情勢等を踏まえ、将来を見据えた幅広い視点
で、新たに取り組むべき事業や既存事業の見直し等に関する議論を進め、引き続き３つ
の柱に基づいて、予算編成を行います。

１

魅力にあふれた住み続けたいまち
幅広い世代が地域とのつながりを一層深められるよう、文化活動による催しや、地域
資源を活用した事業を実施し、地域に活気と賑わいを創出します。
また、多くの区民の皆さまのニーズを踏まえ、魅力的で、住みたい、住み続けたいと
思える磯子区の実現を目指します。

２

共に支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち
高齢化が進む中、住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けていくために、
人と人とのつながりを育み、互いに支えあえるまちづくりを進めます。
また、未来を担う子どもたちを健やかに育むため、子育て支援や青少年育成の取組を
積極的に推進します。

３

安全・安心で住みやすいまち
全国各地で発生している震災・風水害の教訓や磯子区の特性を踏まえ、区民への啓発
や地域の自助共助の支援、総合的な災害対策の強化を実施し、より災害に強い地域づく
りに向けた取組を推進します。また、継続して防犯や交通安全等の取組を関係機関と連
携して推進し、安全・安心な暮らしの実現を目指します。
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資料１
磯子区制 90 周年記念事業について

今年は、磯子区制 90 周年を記念し、10 月１日に記念式典や磯子まつり、９月 30
日には前日祭を開催し、盛り上げていきます。
また、90 周年を契機に区民をはじめとする多くの方々に磯子区への愛着と一体
感をこれまで以上に醸成するために、様々な取組を行ってきました。

１

磯子区制 90 周年記念式典
区制 90 周年記念のオープニングを飾る式典として、厳かさを基調としつつ、
華やかさ親しみやすさを併せ持ち、参加者全員で 90 周年をお祝いする機運を盛
り上げる式典を行います。

（１）日時：10 月１日（日）９時～９時 45 分
（２）会場：磯子公会堂
（３）内容（司会：堤由里恵 元 NHK 報道番組キャスター）
・オープニングファンファーレ（洋光台第一中学校吹奏楽部）・開会宣言
・国歌斉唱・横浜市歌斉唱
・主催者挨拶
・来賓祝辞
・お祝いメッセージ
・タイムカプセル郵便セレモニー（区内小学校に通う４年生児童）
・磯子区制 90 周年祝い隊「ISOGO 90」
・演奏（洋光台第一中学校吹奏楽部）
・閉会
２

第 41 回磯子まつり
区制 90 周年を大いに盛り上げるために、例年開催している「磯子まつり」の
内容に加え、区内高校生の参加体験型ブースや産業道路上では、ステージ用トラ
ックを使用したステージイベントを実施する等、お子様から大人まで楽しめるイ
ベントを行います。

（１）日時：10 月 1 日（日）10 時～15 時（閉会式：15 時～）
（２）会場：磯子区役所周辺、磯子アベニュー、産業道路、磯子センター、
磯子土木事務所

1

（３）90 周年新規イベント
【磯子センター体育館】
・区内高校生による化学実験やボランティア部の活動報告、参加体験型手作
り教室
・キックターゲット（横浜 F・マリノス協力）
【産業道路ステージ】
・ヒーローショー、仮面女子や ISOGO 90 によるステージ
３

前日祭～記念コンサート～
区民の皆さまをはじめとして、これまで磯子区に関わる全ての方々が培ってき
た「つながり」を「次世代へ継承すること」をコンセプトに掲げ、音楽やダンス
によるコンサートを行います。

（１）日時：９月 30 日（土）14 時～16 時
（２）会場：磯子公会堂
（３）主な内容（司会：朝岡聡 フリーアナウンサー、元テレビ朝日アナウンサー）
【第一部】
・磯子区制 90 周年祝い隊「ISOGO 90」
・磯子高校ダンス部
・有希乃路央
【第二部】
・インタビューコーナー（90 周年の歴史を振り返る）
インタビュアー：朝岡聡、出演者：磯子区民を代表して、連合町内会長
・N.U. （フォークデュオ）
・東芝ライドオンジャズオーケストラ
・会場の皆様と合唱「川の流れのように」
４ 区制 90 周年記念関連事業
（１）100 日前の「カウントダウン」（小学校 16 校・保育園４園）
（２）区制 90 周年記念誌
（３）いそご魅力再発見クルーズ（８/20）
（４）健康ウォーキングイベント in ISOGO（10/７）
（５）祝「出生・婚姻」記念品

2

５ 区制 90 周年広報媒体
（１）ポスターによるＰＲ
・区庁舎、公共施設、小中学校
・JR・京急の各駅
・自治会町内会館
・郵便局、横浜銀行など

５月中下旬～

１月～５月

（２）懸垂幕・横断幕・のぼり旗によるＰＲ
懸垂幕：磯子区庁舎壁面
横断幕：区庁舎１階ホール、磯子駅
※地域への貸出用あり
のぼり旗：区庁舎各フロア、公共施設、
小中学校、保育園、
区主催イベント等

（３）シールステッカー、缶バッチ、公用車用マグネットシートによるＰＲ
・シールステッカー①：20,000 枚制作
区賀詞交換会、区出初式、区内小中学校、
区内幼稚園、区内公立私立高校
・シールステッカー②：8,000 枚制作
区内小学校
・缶バッチ：13,000 個制作
実行委員会委員、自治会町内会、議員、区職員、警察、
消防、磯子事業会、郵便局、横浜銀行、信用金庫、医師会、
宅建協会等
・公用車用マグネットシート：60 枚制作
区役所・土木事務所所有の庁用車、
資源循環局収集車

3

６ ご協力いただいている広報
（１）シーサイドラインによる新杉田駅
通路への告知
（２）区商連と区役所によるフラッグを
活用した商店街での PR
（３）子ども会によるリボンアート（作成中）

区制 90 周年に親しんでいただくための工夫
■キャッチフレーズ ～海輝き人も輝く未来の磯子 90 年のありがとう～
対象者：区内在住・在勤・在学の方を対象に公募
募集期間：平成 28 年９月 25 日～10 月 31 日
選定方法：実行委員会で決定（応募数：276 通）
■区制 90 周年「ロゴマーク」

・磯子区マスコットキャラクター「いそっぴ」を活用し、実行委員会で決定
・コスモスバージョンもあり、使用用途によって自由に選択可能
■「ロゴマーク」
、「キャッチフレーズ」
、「区制 90 周年記念」の名称利用
地域等で実施する様々な事業やイベント、広報物や配布物などに利用
■磯子区制 90 周年祝い隊「ISOGO 90」
磯子区制 90 周年を盛り上げていくために区内の小中学校に通学する児童・
生徒により結成された５人組。区内を中心にＰＲ活動を展開
・「ISOGO ダンスまつり」でお披露目
（平成 29 年３月 11 日開催）
・これまで、13 のイベント等に参加
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資料２
磯子区青少年健全育成指針の策定について
磯子区では、「磯子区青少年育成協議会」が中心となって、青少年の非行防止・
犯罪防止等に積極的に取り組んできています。
このたび、９月中を目途に当協議会において「磯子区青少年健全育成指針」を策
定します。
※「磯子区青少年育成協議会」とは
昭和 58 年６月に非行防止及び犯罪防止運動を行うために制定された団体で、連合
町内会、青少年指導員協議会・子ども会連絡協議会・社会福祉協議会などの各団体、
小・中学校長会、区役所などで構成されています。

１ 指針の構成
（１）指針策定の趣旨
（２）青少年を取り巻く環境の変化
（３）課題の分析
（４）基本目標
（５）行動計画
２ 各項目の概要
（１）指針策定の趣旨
・社会環境の変化から、青少年を取り巻く環境が大きく変化してきている。
・大人が率先して青少年の自己肯定感、自己有用感を育てられる環境や失敗
から学べる環境をつくることが重要になってきている。

身近な存在である、学校・家庭・地域が課題や目標を共有し、互いが連携し
て青少年を見守り・育てていく環境を形成することが必要不可欠
（２）青少年を取り巻く環境の変化
・情報化の進展に伴い、コミュニケーション方法が電話などの直接的なもの
からメールなどの間接的なものへと変化
・ライフスタイルの多様化に伴う家庭での子どもの過ごし方の変化や
隣近所とのつながりの変化
・家庭における男女の役割に対する考え方などの思考の多様化
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（３）課題の分析
・問題行動の原因 → 青少年が抱えている悩みが考えられる
・悩みを抱えていても問題行動につながる人と → 居場所（心の拠り所）
つながらない人がいるのはなぜか
の存在
・居場所をつくるために → 社会性が必要
・社会性の構築 → 心から他者を認め、認められる関係性の構築
実際に体験することによって得られる経験
（４）基本目標
『学校・家庭・地域とのつながりから未来の磯子を育もう！』
～大切にしよう！「きずな」と「ほだし」～

【絆】＜「きずな」
「ほだし」

人と人との断つことのできないつながり。離れがたい結びつき
手かせ、足かせ、人の心や行動の自由を縛るもの

人とのつながり（きずな）だけでなく、時には行動を制限されたり、わずら
わしく思うこと（ほだし）によって、「心からの信頼関係」が生まれる。
（５）行動計画
【家庭でできること】
・一日の出来事を話す（聞く）時間をつくろう
・できるだけ子どもと一緒に食事をしよう
・失敗を責めるだけではなく、失敗した原因を一緒に考えよう
【学校でできること】
・相談活動（３者面談、スクールソーシャルワーカー相談）を充実化し、児
童・生徒の考えを引き出そう
・低学年から高学年が一体となる活動を充実化し、多様性の理解を図ろう
・職業体験などを通して、地域と交流を持つ機会をつくろう
【地域でできること】
・大人が率先して社会のルールを守ろう
・大人が積極的に挨拶をして、子どもとの関係を築こう
・知らない子どもでも悪ふざけを見かけたら注意し、みんなが住みやすい町
をつくろう

2

