平成 28 年

第１回

区 づ く り 推 進 横 浜 市 会 議 員 会 議
日時

平 成 28 年 ２ 月 15 日 (月 ) 15 時 ～

場所

港南区役所

次
１

開会

２

座長あいさつ

３

区長あいさつ

４

議事の説明・質疑応答・意見交換

(1)

E

３階２号会議室

第

平 成 28 年 度 個 性 あ る 区 づ く り 推 進 費 に つ い て（ 資 料 １ ）

５

その他

６

閉会

資料１

平成 28 年

第1回

区づくり推進横浜市会議員会議

平成 28 年度
個性ある区づくり推進費（案）

平成 28 年 2 月 15 日
港

南

区

総括説明書
１

予算の考え方

つながり はぐくむ ふるさと港南
港南区では、区をより良くしていくため、港南区の宝である「協働による地域づくり」を区民の皆様と共
に、一歩一歩進めているところです。
平成28年度も、引き続き「つながり はぐくむ ふるさと港南」をテーマに、より一層の地域との協働を
深めつつ、区を取り巻く課題の解決に向け、様々な分野において横断的に事業に取り組んでいきます。
予算編成を進めるにあたり、区民の皆さまの声にしっかりと応えられるよう、また事業についてのＰＤＣ
Ａサイクルを検証しながら、部・課の枠を超えた情報共有と事業連携を進め、チーム港南として区役所全体
で検討しました。

２

港南区予算

区分別総括表

区

分

（単位：千円）
28 年度

増△減

自主企画事業費

108,312

110,614

△2,302

一般管理費

727,279

718,943

8,336

29,380

29,390

△10

697,899

689,553

8,346

835,591

829,557

6,034

統合事務費
区庁舎・区民利用施設管理費
合

３

27 年度

港南区予算

計

内訳

（１）自主企画事業費

（単位：千円）
区

（前年度）

26,170

１

安全・安心のまちづくり

２

一人ひとりが元気に暮らせるまちづくり

３

子ども・青少年が健やかに育つまちづくり

４

住み続けたいまちづくり

５

正確・丁寧な行政サービスの提供
合

予算額

分

（29,285）

15,450
（15,476）

21,750
（21,313）

16,519
（15,329）

計

28,423
（29,211）

108,312
（110,614）

1

主な事業
・災害に強いまちづくり事業
・災害時も地域で見守り推進事業
・安全安心まちづくり推進事業
・港南ヘルスアップ事業
・ウォーキング推進事業
・高齢者元気応援事業
・地域で子育て応援事業
・
「切れ目のない」子育て支援事業
・青少年みらい応援事業
・歩行者サポート事業
・みんなでつくるふるさと港南事業
・総合案内充実事業
・快適区役所推進事業

（２）一般管理費
区

（単位：千円）
分

予算額
29,380

統合事務費

（29,390）

区庁舎・区民利用施設管理費

183,019
（182,248）

7,803

青少年施設

（7,803）

24,735

公会堂

（24,601）

区民文化センター

老人福祉センター

コミュニティハウス

区スポーツセンター

区庁舎・区民利用施設修繕費

合

139,581
（139,589）

77,400
（77,713）

82,440
（82,332）

44,661
（44,350）

地区センター（5 か所）
・スポーツ会館（１か所）

こどもログハウス（1 か所）

（1 か所）

（1 か所）

（1 か所）

（7 か所）

（1 か所）

（7,500）

（14,921）

計

総合庁舎
土木事務所
行政サービスコーナー（2 か所）
区民活動支援センター

7,500

14,480

その他

局が定めた一定の条件に基づいて執行する
事務費（生活保護事務費などの事務経費）

（689,553）

（108,496）

地区センター等

明

697,899

116,280

区庁舎等

説

（前年度）

727,279
（718,943）

2

国際交流ラウンジ（1 か所）
遊び場（７か所）

４

＜参考＞地域づくりに関連する主な区配付予算
（１）元気な地域づくり推進事業
28 年度は、防災・減災の取組や第３期港南ひまわりプラン（港南区地域福祉保健計画）の推進を通じ

て、自治会町内会の役員をはじめ、様々な活動をされている方々や、団体と区役所などの行政関係機関が
地域について一緒に考え、意見交換する場を充実させるとともに、活動のきっかけづくり、活動支援など
を実施します。
また、区全体で地域づくりに関係する様々な団体の代表者が一堂に集い、各団体における活動情報の共
有する場である「協働による地域づくり推進協議会」の充実を図ります。
（単位：千円）
区

分

28 年度

元気な地域づくり推進事業

27 年度（参考）

4,290

増△減

4,290

0

《主な取組》
・地域づくり運営協議補助金に代わる新たな補助制度により、第 3 期港南ひまわりプランを推進する取
組や課題解決に向けた協議など、地域が取り組む具体的な事業に対する補助
・地域活動の担い手を発掘するために、港南区社会福祉協議会、地域ケアプラザと連携した事業の展開
・地区別意見交換会の開催支援（地区担当、地域協働チームとの連携）
・
「港南区協働による地域づくり推進協議会」の充実
・区全体として「協働による地域づくり」を進めるため、各地区の取組事例の情報や次年度の取組の方
向性などを共有する「元気な地域づくりフォーラム」を開催

（２）協働の「地域づくり大学校」事業（「学び舎ひまわり」）
学び舎ひまわり受講生の要望やこれまでの内容を踏まえ、より効果的なカリキュラムを編成し、地域
協働の要となる人材育成の場としての充実を図ります。
また、受講生や卒業生が交流を深め、協働による地域づくりのネットワークを広げていきます。
（単位：千円）
区

分

協働の「地域づくり大学校」事業

28 年度

27 年度（参考）

1,140

1,140

《主な取組》
・主催団体（区連会・区社協・区役所）に加え卒業生で構成する企画会議の開催
・港南区社会福祉協議会や区民活動支援センター、卒業生との連携強化
・受講生や卒業生との交流会の開催
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増△減
0

平成 28 年度 個性ある区づくり推進費自主企画事業費主要事業
港 南 区
１

安全・安心のまちづくり

【26,170 千円】

向こう三軒両隣に「お互い様」の関係ができ、日頃からの見守り、防災・減災活動が進み、
いざという時にも支えあい、助け合えるよう取り組みます。
事 業 名
事業の内容

予算額：千円
1

備 考

災害に強いまちづ
港南区「防災５箇条」を具体的に周知しながら、防災・減災 総務課
くり事業
対策に対する自助・共助を推進し、災害における被害を軽減。
【重点】
H28 予算額：7,048 １ 地域防災力の向上事業

【5,997 千円】

H27 予算額：6,679 （１）地域防災拠点・自治会町内会単位の防災訓練の推進
地域防災拠点における資機材の維持管理のほか、自治
増△減： 369
会・町内会における初期消火能力向上の啓発として、消火
体験装置などを使って、普及を広く展開。
＜啓発に用いる器材＞
・消火体験装置
：臨場感のある消火訓練を実施できる器材
・模擬消火栓
：公園等の安全な場所で訓練を実施できる器材
・スタンドパイプ式初期消火器具
：軽量で住民が活用できる消火資器材
（２）防災講演会の実施
近年増加している集中豪雨や土砂災害への対策の一環
として、風水害対策の講師を招き、主体的な防災力向上を
目的とした防災講演会を実施。
（３）防災ライセンスリーダー取得者のフォローアップ
港南区防災ライセンスリーダー連絡会（＊）を通じて、
資機材取扱技術の向上を目指し、総会及びフォローアップ
講習等を実施し地域防災力を強化。
（＊）防災ライセンスリーダーが、資器材の活用等を中心
として、各地域防災拠点運営委員会や自治会町内会に
よる防災・減災活動で活躍できるように設置。
（４）子どもや子育て世代等に向けた防災啓発
幅広い世代での防災意識促進のため、地域防災活動への
参加の特に少ない子どもや子育て世代に対する啓発とし
て、27 年度に作成した中学生向け防災リーフレットを配
布して活用するほか、地域・学校と連携して小学生向け防
災リーフレットを作成。
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事 業 名
予算額：千円

事業の内容
２ 事業者との連携強化事業

備 考
【152 千円】

防災対策連絡協議会を開催し、区内の関係組織による横断
的な防災・減災を推進。

３ 災害対策本部機能強化

【600 千円】

（１）災害時に迅速かつ適切な対応ができるよう、区本部各班
において対応を確認するとともに、発災後の区内の被害を
想定した区災害対策本部運営訓練を実施し、区本部各班で
の活動・運営を強化。
（２）区の職員が効果的に活動できるよう、機材や物資の備蓄
を推進。
４ 情報受伝達機能の強化

【299 千円】

地域防災拠点といっとき避難場所との情報受伝達訓練
などを通したハード整備（基地局用高利得アンテナの配
付）
。
いざという時に、地域での助け合い・支え合いの中で、要援 福祉保健課
護者への支援が円滑に行われるよう、対策を検討・実施。
総務課

2 災害時も地域で
見守り推進事業

（１）障害者への具体的な支援対策を策定、実施。検討を行う 高齢・障害支援
課
場として、障害者団体と協働でプロジェクトを開催。
H28 予算額：1,000
・プロジェクトＲ及びパンフレット作成実行委員会の開催
H27 予算額：1,000
増△減：

0

・27 年度の災害時要援護者（障害者）の当事者向けパンフ
レット作成に加え、28 年度は支援者向け啓発パンフレッ
トを作成・周知（3 月予定）
（２）障害者等の防災訓練参加の促進。地域防災拠点訓練と連
動し、要援護者の安否確認訓練や特別避難場所の開設訓練
を実施。

地域福祉保健活動
28 年度からスタートする 5 か年計画の第 3 期港南区地域 福祉保健課
推進事業
福祉保健計画（愛称 港南ひまわりプラン）に基づき、地域の
つながり・支え合いの充実を目指し、地域をより良くするため
の活動を推進。
H28 予算額：3,327

３

H27 予算額：6,405 １ 港南ひまわりプランの推進
【3,105 千円】
増△減：△3,078
15 地区ごとの地区別計画の取組を支援するとともに、区
計画を推進。
（１）地域福祉保健推進協議会の開催 ２回開催予定
（２）活動の事例共有や活動者の交流の場として「しゃべっ
チャオ（仮称）」を実施 2 回開催予定

5

事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

（３）地域の支えあい活動等の充実のため、活動団体への助成
等を実施。
市民団体等への
補助
ア 区計画の８テーマに沿った地域活動への助成。
イ ボランティア団体の活動紹介や交流を行う「ボラン 区社会福祉協議
会への補助
ティアフェスティバル」の開催経費の一部を補助。
区障害者団体

ウ 障害者相互間や健常者との交流を深める「障害者ふれ 連絡会への補助
あいスポーツ交流会」の開催経費の一部を補助。
２ 地域ケアプラザ運営推進費
【100 千円】
地域ケアプラザの円滑な運営を支援するための連絡調整
等。
・日限山地域ケアプラザの開所（４月予定）
３ 災害医療対策費

【122 千円】

区内の医療関係団体、災害拠点病院等との意見交換や情報
共有を行うとともに、救護活動に必要な物品の整備等、災害
時医療体制を充実。災害医療の訓練を実施。
・災害医療連絡会議
・災害医療合同訓練、情報受伝達訓練

安全安心まちづく
「安全で誰もが安心して暮らせるまち」を目指し、各種団体 地域振興課
り推進事業
や関係行政機関が連携して、地域の自主的な活動を推進。

４

H28 予算額：7,682
H27 予算額：7,284
増△減： 398

１ 安全安心まちづくり推進協議会活動

【700 千円】

安全安心
交通安全や防犯、防火・防災などに取り組む各種団体や
自治会町内会、警察署や区役所等の関係機関で構成される まちづくり推進
協議会への補助
「港南区安全安心まちづくり推進協議会」の活動を推進し、
総合的なキャンペーン等を展開。
・総会（５月予定）
・キャンペーン（７月、12 月予定）
・安全安心まちづくり旬間出発式・防犯ポスター表彰式

（10 月予定）
・年末年始特別警戒出陣式（12 月予定）
・港南区安全安心まちづくり表彰式（3 月予定）
２ 地域防犯活動の推進

【4,690 千円】

（１）自主的な防犯活動支援
ア 地域防犯活動団体に対して、経費の一部を助成すると 自主防犯活動団
体への補助
ともに、活動を継続的かつ効果的に行えるよう支援。
イ 地域防犯活動団体と港南警察署・区役所との合同パト
ロールを実施：10、11 月
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

（２）子どもの見守り安全対策
ア 防犯寺子屋(出前防犯講習)の実施：４月～12 月予定
地域で防犯活動に取り組む団体が主体となり、区内小
学校（21 校）で各学齢に応じた誘拐防止、万引き防止
等の講習を実施。
・１年生は全 21 校で実施予定
・他の学年は小学校からの要望に応じ実施予定
イ 地域子どもの安全対策協議会への補助金交付
区内小学校（21 校）に設置されている「地域子ども
の安全対策協議会」に事業補助金を交付。

各小学校地域子
どもの安全対策
協議会への補助

・地域子どもの安全対策協議会危険箇所改善要望及び補
助金交付説明会を実施：４月下旬
ウ 港南ひまわり８３（ハチサン）運動
・登下校の時間（午前８時・午後３時）に合わせた見守
り運動の推進
・啓発ポスターを作成し、自治会町内会等に配布
３ 交通安全対策

【1,482 千円】

（１）スクールゾーン対策
「スクールゾーン」の路面標示や電柱巻標識の設置、
老朽化した通学路標識の撤去など、児童の交通安全対策を
進めるとともに、港南警察及び港南交通安全協会が実施す
る「はまっ子交通安全教室」の実施運営に協力。
（２）高齢者の交通安全対策
高齢者関係の交通事故が増加する中、交通安全に関わる
研修会や参加・体験型の「ドライビングスクール」を実施
するとともに、交通安全シルバーリーダーの活動を支援。
・港南区交通安全シルバーリーダー連絡会総会：６月予定
・シルバードライビングスクール：９月予定
・高齢者交通安全教室：10 月予定
・シルバーリーダー研修会：10 月予定
・区研修会：２月予定
４ 消費生活推進員事業≪拡充≫

【810 千円】

（１）消費生活にかかる被害未然防止や消費者力向上のため、 港南区消費生活
自治会町内会等とともに、地域に根ざした普及・啓発活動 推進員各地区の
会への補助
を推進。
・消費生活推進員地区活動助成金を交付（15 地区）
（２）消費生活推進員が地域のリーダーとしての知識を高める
ための全体研修会を開催（6 月予定）
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

地域力ステップ
減災や見守りなど、様々な役割を担っている自治会町内会の 地域振興課
アップ事業
活動がより円滑に進むよう、必要な情報の提供や感謝会などを
開催。
H28 予算額：2,402

５

H27 予算額：2,451 １ 自治会町内会への説明会等の開催

【145 千円】

増△減： △49 （１）新任自治会町内会長・役員を対象とした講習会の開催
就任後間もない自治会町内会長及び役員を対象に、地域
生活に密着した課題や疑問の解決、不安の解消に役立つ講
習会を開催。
（６月予定）
（２）補助金説明会、個別相談会の開催
仕事などで平日に区役所に来られない会長・役員が参加
できるように、土曜日または日曜日に補助金に関する全体
説明会・個別相談会を開催。
（５月予定）
（３）
「パソコン講座」の開催
自治会町内会役員を対象に、補助金申請の関係書類や
広報紙作成に役立つパソコンの使い方講座を開催。（１～
２月予定）
２ 自治会町内会長感謝会の開催（区長表彰）【1,117 千円】
自治会町内会長の日頃の御労苦に対して感謝の意を表す
る感謝会を開催。
（３月予定）
３ 自治会町内会役員表彰式の開催（区長表彰）
【340 千円】
自治会町内会役員に対して、長年にわたり地域活動を行っ
てこられた御労苦に感謝の意を表するため、表彰式を開催。
（７月予定）
４ 区民主体イベントの広報

【145 千円】

地域間と区民同士の連携を深めるため、区民主体の活動を
取り上げた秋のイベント広報チラシを作成。
（９月予定）
５ 広報物等の仕分運搬

【655 千円】

行政から自治会町内会へ配布されるチラシ・ポスター等の
配布物を一括して届けることで、配布時期の統一を図り、自
治会町内会の負担を軽減。
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

安全で快適な生活
区民が安全で快適な生活を営む上で必要な支援を行い、区民 生活衛生課
推進事業
の生活環境に起因する衛生上の諸問題（食の安全・動物の適正
飼育・ハチ対策等）に対応。

６

H28 予算額：1,225
H27 予算額： 900
増△減： 325

１ 食の安全推進事業

【645 千円】

（１）大規模食中毒の発生を予防するために、一斉点検や講習
を実施。
ア ノロウイルスによる食中毒等予防のため、社会福祉施
設等を対象に、一斉点検や講習（健康づくり係共催）を
実施。保育園等については、簡易検査を実施。
（５～２月予定 対象約 150 施設 ）
イ 小学校給食施設の一斉点検を実施。
（５～７月予定 対象 22 校）
（２）肉による食中毒を予防するため、飲食店等を対象に一斉
点検を実施。
（４～２月予定）
（３）食の安全・安心を推進するために、消費者、事業者及び
行政による情報・意見交換（リスクコミュニケーション）
の推進。
ア 区民や事業者を対象に、講習会等を実施。
・講習会（通年）
・食中毒予防キャンペーンを開催（８月予定）
イ 啓発用パンフレットの作成及び配布。
ウ 地域の行事で食品を提供する時の相談・啓発。
２ 動物の適正な飼育啓発事業

【370 千円】

（１）新米飼い主さんのしつけ方教室
犬を新しく飼い始めた飼い主、犬のしつけで悩んでいる
飼い主を対象として犬のしつけ方教室を実施。
・犬の飼い主さんへのしつけ方教室（９月 24 日予定）
・愛犬マナー教室 公園等で実施（未定）
（２）長寿動物の飼い主表彰式
犬猫等動物を長年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、広く区民に動物愛護精神を
育成することを目的に実施。
・長寿動物の飼い主表彰：９月 24 日予定
（３）動物のなかよし教室
動物との接し方がわからないで発生する事故や、動物嫌
い、動物虐待を解消し、児童期に動物の習性、生理、生態、
接し方を学ぶ機会を提供するため実施。
・低学年を対象、2 校予定
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

（４）動物連絡会との協働
獣医師、動物適正飼育推進員、自治会、保健活動推進
員、学校関係者動物ボランティア等からなる動物連絡会
との協働により、啓発用リーフレットの作成、動物飼育
相談会等事業を実施。
・動物飼育相談会

３ 災害時のペット同行避難支援事業≪拡充≫ 【175 千円】
大規模な地震や災害時、地域防災拠点にペットを伴い
避難する方が想定されるため、地域防災拠点の避難訓練
時等で、ペットとの同行避難について啓発を行い、災害
時にペットの飼い主が協力してペットと人が安心して
避難できるよう訓練を実施。
・運営会議で同行避難を提案
・地域防災拠点訓練でペット同行避難訓練を実施。
・希望地域で説明会を実施
・獣医師会等と協働し、ペット手帳を作成（3,000 部）
飼い主が災害時に備えてペット対策が出来るよう、
ペットの情報（写真）を記録できる手帳を作成。
4 ハチ対策事業

【30 千円】

比較的危険性の少ないアシナガバチを対象に区役所で
駆除機材を貸出。
・広報等でハチの種類や巣について広報を実施。
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２

一人ひとりが自分らしく元気に暮らせるまちづくり

【15,450 千円】

ウォーキングを通じた健康づくりや介護予防など、健康寿命を延ばす取組を推進します。
また、
スポーツや文化などの活動機会を創出し、誰もが安心して暮らせる元気なまちづくりを進めます。
事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

港南ヘルスアップ
健康横浜 21 の基本目標である健康寿命を延ばすことを目 福祉保健課
事業
指し、子どもから高齢者まであらゆる世代の区民が健康的な生
【重点】 活を送ることができるよう、生活習慣の改善や生活習慣病の重
症化予防等について普及・啓発事業を実施。
H28 予算額：2,713
特に 20 代から 40 代を中心とした世代は、仕事や子育てに
H27 予算額：2,290 追われ、健康診断（がん検診）受診や自らの健康づくりを後回
増△減： 423 しにしがちであることから、運動・食生活・喫煙害防止を重点
に健康づくりを支援。

７

１ 子育て世代の健康づくり

【658 千円】

（１）子育て中の母親を対象に、自身や家族の健康づくりを考
えるきっかけとして、骨密度測定や栄養・歯科・運動指導
など複合的な健康づくりの講座を実施。
区民により身近な子育てサロン等と協働で開催。
・実施回数：２回予定
（２）３歳児健診を、保護者が自身や家族の生活習慣を見直す
機会ととらえ、骨密度測定や乳がん自己触診などを体験で
きるようにして、健康づくりの大切さを啓発。
・実施回数：36 回／年予定

２ 出前講座・健康相談

【179 千円】

（１）職員が積極的に地域や企業へ出向いて、関係機関や区の
様々な事業と連携し、幅広い世代に対して健康づくりの啓
発を実施。
・実施回数：70 回／年予定
（２）保健師・栄養士・歯科衛生士による個別相談及び指導。
・実施回数：24 回／年予定

３ がん対策推進事業≪拡充≫

【875 千円】

（１）保健活動推進員等と連携しながら、がん検診の受診率が
低い「働き・子育て世代」を中心に、検診受診率向上のた
め、がん講演会やパネル展等を開催。
・がんに関する講演会（時期未定）
・世界禁煙デーパネル展：５月下旬予定
・イベント等での禁煙の啓発を更に推進するため、肺の汚
れ具合が数値で分かる装置（CO モニター）を追加購入。
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

（２）23 年度から区内小学校の小学生に禁煙講座を開始し、
17 校実施済。28 年度は４校で実施予定。
（３）オリジナル「ひまわりけんこう手帳（がん検診手帳）を
活用して普及啓発事業を実施。

４ 中学生の食育講座

【160 千円】

育ち・学びの世代からの生活習慣病予防として、食に焦点
を当て、朝食の喫食率が下がる中学生を対象に正しい食習慣
を啓発。
・実施回数：8 回／年予定

５ 離乳食スタートごっくん教室

【55 千円】

４か月健診で区役所を訪れた保護者を対象に、離乳食を始
める前の心構えに関する教室を実施。
・実施回数：24 回／年予定

６ 親子の歯の健康教室

【378 千円】

14 か月以下の子どもとその保護者を対象に、健康に過ご
すための基礎となる口腔ケアの支援講座を実施。
・実施回数：12 回／年予定

７ 区内企業との健康づくり啓発協働事業≪拡充≫
【408 千円】
区内主要駅周辺 3 か所（上大岡、上永谷、港南台）のスー
パー等において、関係団体や地元企業と協働で、働き・子育
て世代を中心に健康づくりを啓発。
・ＩＹコラボ事業（上大岡）
：9 月予定
・こうなん健康チェック（港南台、上永谷）
：２回予定
・喫煙害防止イベント（港南台）
：5 月予定
・食育イベント（港南台、上永谷）
：7 月予定

ウォーキング推進
健康寿命を延ばすため、市で取り組むウォーキング事業にあ 福祉保健課
事業
わせ、ウォーキングによる健康づくりを推進。区民全体への浸 地域振興課
透を進めるため、庁内連携を強化。
区政推進課

８

高齢・障害支援
【1,572 千円】 課

H28 予算額：1,807

H27 予算額：1,785 １ ウォーキング推進事業
10 月と 11 月をウォーキング推進月間として位置づけ、
増△減： 22 （１）
啓発活動を集中的に実施。パネル展や広報よこはまで
ウォーキングを啓発。
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

（２）初心者、子育て世代など対象者別のウォーキング教室を
開催。
（2 回予定）
（３）ウォーキングマップを改訂し、区民利用施設等で区民に
配布。
（３千部予定）
（４）ウォーキング啓発用マスコットを作成し、ウォーキング
イベント等で配布。
（2 千個予定）

２ 港南ふれあいウォーキング

【235 千円】

（１）ウォーキング実行委員会の開催
食生活等改善推進員、保健活動推進員、スポーツ推進委
員、青少年指導員、シルバークラブ連合会、障害者団体連
絡会が連携して、高齢者や障害者にも配慮したウォーキン
グ企画を検討。
（6 回開催予定）
（２）関係団体、関係課の連携により、区民の交流をテーマと
したウォーキングイベントを開催。
・港南ふれあいウォーキング：11 月開催予定

９ 障害者いきいき
生活応援事業

障害があってもなくても、共に住みよいまちにしていくため 高齢・障害支援
に、障害理解に関する啓発をしていくとともに、障害のある方 課
からの相談に適切に対応していけるよう相談支援体制を強化。

また、障害のある方もできることを地域の方へ発信していく
機会である、区内障害者施設の活動促進や、余暇支援事業を通
H27 予算額：1,570 じて、障害者と地域のつながり作りを支援。
増△減： 70
H28 予算額：1,640

１ 障害児・者への支援

【1,470 千円】

（１）障害に対する正しい知識の普及と理解の促進を図るた
め、地域の人向けに精神障害に関する出前講座を地域ケア
プラザ等で開催。
（２）夏休み期間中の、学齢障害児の居場所を提供（通称：な 港南区社会福祉
つっこ）。ボランティアを募り、プール遊びや音楽会を実 協議会への補助
施。
（港南台ひの特別支援学校、野庭･東永谷･芹が谷･日野
南地域ケアプラザ 予定）
・冬休みにも居場所、体験型活動の場所を提供（通称：
ふゆっこ：1 月 港南台ひの特別支援学校）
（３）地域ケアプラザ、民生委員、ボランティア等が中心とな 港南区社会福祉
協議会への補助
り、実施する障害児の余暇支援事業に助成。（通称：ドル
フィン 等）
実施地区：ひぎり連合 予定
（４）知的障害者が仲間づくりや社会参加を広げるための事業
（青年学級事業）に助成。
実施場所：さわやか港南
開催日:毎月第 1・3 水曜日、第 2・3 土曜日 予定
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たまり場「ちょ
いと さわやか」
実行委員会への
補助

事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

（５）障害児・者案内パンフレットの作成印刷
保護者、支援者向けに、障害者サービス内容等を掲載し
たパンフレット（予定）を作成。
印刷部数：３,000 部（2 月予定）
（６）障害のある方が地域で安心して生活できるように相談事
業の充実を図るため、自立支援協議会を運営し、関係機関
と協力して、支援力を高めるための研修会等を実施。（月
1 回程度予定）

2 障害者の社会参加支援

【170 千円】

（１）障害のある方が製作した作品やパン等の販売を通して、 こうなん来夢運
営委員会への補
やりがいの創出及び地域社会への参加･理解を促進。
助
（２）新区庁舎での販売を促進するため、新しい立て看板等を
作成。

10 高齢者元気応援
事業

H28 予算額：1,354
H27 予算額：1,234
増△減： 120

高齢化に伴い要介護認定者が急増していることから、介護予 高齢・障害支援
防、特に認知症予防やロコモ予防を推進するため、地域や関係 課
機関が相互に連携し、支援力を高めることで、地域包括ケアシ
ステム（＊）の構築を推進。
（＊）高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと
で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支
援・サービス提供体制

１ 地域みんなで介護予防（地域活動支援者育成事業）【443 千円】
地域の介護予防の担い手である自主活動の指導者に対し、
地域で継続的に活動に取り組んでいただくために、ロコモ予
防の体操や、認知症予防のレクリエーション等の実技研修を
実施。
２ 支援力強化事業

【281 千円】

複雑化、多様化する高齢者の課題に対する支援力を高める
ため、地域包括支援センター等関係機関の職員に対し、専門
知識の習得のための研修会等を開催。

３ 在宅医療と福祉のネットワーク事業

【510 千円】

地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療と介護、福
祉の協働を進めるため、高齢者の在宅医療や緊急時対応、認
知症等課題について、関係機関も含めて多職種の連携を強
化。

14

事 業 名
予算額：千円

事業の内容

備 考

・自主的な研修会の開催支援
医福（いっぷく）ネット港南（＊）
（＊）医療と福祉の関係者が在宅医療に関する情報交換
を行い、各自の啓発と他職種間の連携強化を図るこ
とを目的とした会。
年 3 回実施予定
・ＳОＳマグネットの活用
緊急連絡先等が書き込めるマグネットを、職員等が病弱
で認知症等の疑いのある高齢者宅を訪問した際に、職員
等が記入し冷蔵庫等に貼付。
対象：ひとり暮らし、認知症高齢者等支援が必要な方

４ 港南区高齢者福祉保健ガイド（隔年発行）
高齢者の快適な暮らしを支えるサービス・施設が一目で分
かるガイドを発行。
2,000 部発行予定
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地域スポーツ応援
誰もが楽しめるスポーツの普及とともに、身近な地域で多世 地域振興課
事業
代が楽しめる様々なスポーツ活動を支援し、地域における健康
づくりや仲間づくりを推進。

H28 予算額：3,810
【1,500 千円】 港南区健康ラン
H27 予算額：4,471 １ 健康ランニング大会の開催
ニング大会実行
健康・体力づくりや地域交流の場として、広く区民に親し
増△減：△661
委員会への補助
まれている大会を支援。
・募集時期：11 月予定
・開催日：１月予定
・会場：野庭中学校と周辺

２ 港南区ファジーバレーボール大会の開催

【200 千円】 港南区スポーツ
区民が気軽に楽しむことができる港南区発祥の当スポー 推進委員連絡協
議会への補助
ツをより一層振興するため、競技大会の開催を支援。
・募集時期：８月～９月予定
・開催日：10 月予定
・会場：港南スポーツセンター

３ ラジオ体操普及活動
【100 千円】 港南区スポーツ
推進委員連絡協
誰もが気軽に出来、健康づくりに役立つ「ラジオ体操」を 議会への補助
区内で普及。
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

４ 港南区スポーツ推進委員への支援

備 考
【1,660 千円】 港南区スポーツ
推進委員連絡協

地域におけるスポーツ活動を活性化させるため、スポーツ 議会への補助
推進委員の活動を支援。
（１）各地区のスポーツ振興（グラウンドゴルフ大会、ファジー
バレーボール大会、ウォーキング等）
（２）各種スポーツ大会へ沿道警備等の従事者として参加。
（３）地域での活動に必要な技術向上のための研修会
（全体研修会）を開催。
（２回）
５ 港南区体育協会への活動支援

【350 千円】 港南区体育協会

区内におけるスポーツ活動を普及するため、大会開催実績
が豊富で多様なスポーツ（15 種目）の普及を図っている港
南区体育協会の各種事業を支援。

への補助

（1）生涯スポーツ事業
・スポーツエンジョイフェスティバル
・小学生陸上教室
・港南区少年野球大会
（2）スポーツイベント情報紙「レスポールこうなん」の発行
（年 1 回）や研修の実施。

12 地域文化推進事業

H28 予算額：1,200
H27 予算額：1,200
増△減：

0

若い世代の文化活動を支援するとともに、身近な地域で文化 地域振興課
に触れる機会を広く区民に提供している様々な活動を支援し、
地域におけるつながりづくりを推進。
１ 地域文化の担い手応援事業

【450 千円】

若い世代を対象に、プロミュージシャンによる演奏アドバ
イスなどを行う「演奏クリニック」と合同演奏会を開催。演
奏会では、若い世代に、地域に密着した文化活動の楽しさや
大切さを伝える講演も実施。
・開催時期：８月予定

２ 文化交流協会支援事業

【600 千円】

こうなん文化交流協会の文化活動を支援。
（１）こうなん文化交流協会８部会合同の区民文化祭の開催。
・開催日：11 月３日予定
・会場：港南公会堂ほか
（２）８部会によるイベント・教室を随時開催予定。
（３）広報活動への支援を行うことで、協会が行う各種事業へ
の区民参加を促進。
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こうなん文化交
流協会への補助

事 業 名
事業の内容

予算額：千円
３ 文化行事支援事業

備 考
【150 千円】

港南区内で開催される公益的文化行事等を広報媒体の提
供等で支援。

13 区民活動・生涯
学習支援事業

H28 予算額：2,926

区民が地域でいきいきと暮らせることができるよう、区民の 地域振興課
主体的な「区民活動」や「生涯学習」を、区民活動支援センター
及びブランチ（さわやか港南・港南台タウンカフェ）の活用な
どにより支援。

H27 予算額：2,926
増△減：

１ 講座の開催等
0 （１）区民企画運営講座の支援

【996 千円】 講座運営グルー

地域課題を解決するための区民の自主的な活動を「講
座」として支援。
・10 講座実施予定
（２）保育ボランティア養成講座及び一時託児の実施
ア

地域活動を側面支援する人材である保育ボラン
ティアの養成講座を実施。

イ

お子様連れの方でも気軽に講座やイベントに参加
できるよう、区民企画運営講座等の開催に伴う一時託
児を実施。
・通年

（３）グループ活性化講座
活動団体を対象に、団体運営に役立つ講座を開催
・２月予定

２ 区民活動支援センター・ブランチを活用した事業
【1,930 千円】
（１）こうなん ぶらり＆ぶらりの実施
これから地域活動を始めようとする人を対象に、地域を
知り、仲間をつくり、支援センターを活用して地域での活
動をしていただくための講座を実施。
・10 月予定
（２）港南区コラボレーションフォーラムの開催
活動団体が相互に活動紹介、交流することを目的に、団
体の交流会等を実施。
・１～２月予定
（３）施設交流会の実施
区民利用施設間で、情報交換や連携を深めるため、施設
職員を対象に研修・交流会を開催。
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プへの補助

事 業 名
予算額：千円

事業の内容
（４）街のアドバイザースキルアップ講座
街のアドバイザー有志と区民活動支援センターとの協
働により、活動に役立つ実践的講座を開催。
（５）情報提供事業
地域ポータルサイト（ひまわりタネット）の運営、区民
活動・生涯学習情報紙の発行等。
（６）ネットワーク
関係組織との連携。（ケアプラザコーディネーター会議
への参加、子育て連絡会への参加等）
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備 考

３

子ども・青少年が健やかに育つまちづくり

【21,750 千円】

安心して地域で子育てができる環境づくりに取り組みます。また、切れ目のない子育て支援を行うと
ともに、地域・学校と連携し、次代を担う青少年の健全育成に取り組みます。
事 業 名
予算額：千円

事業の内容

備 考

地域で子育て応援
安心して子育てができるように、子育ての居場所の運営、保 こども家庭支援
事業
育園と連携した事業を実施。また、育てにくさを感じる子育て 課
【重点】 についての相談事業等を展開。DV や虐待等困難な問題を抱え
る家族の支援を実施。
H28 予算額：7,244
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H27 予算額：7,237
増△減：

１ エリア別子育て支援事業
【4,513 千円】
7 （１）子育ての居場所の運営
西部：週３回 午前 10 時から午前 12 時まで開設
南部：週２回 午前 10 時から午後 3 時まで開設
【子育ての居場所・地域子育て支援拠点】
エリア

名 称

設置場所

西部

ひまわりひろば
「あっぷっぷ」

市立野庭第二保育園

南部

「わっ！ふる」

市立港南台第二保育園

全域

地域子育て支援拠点
「はっち」※

日野２丁目

※地域子育て支援拠点は局事業 週５日 午前 10 時～午後４時

（２）エリア別イベント
区内４エリアで親子のためのイベントを、保育園及び
地域・関係団体と協力して年４回実施。
フェスタ名
フェスティバル春
遊びにおいでよ
七夕まつり

日 時

会 場

５月予定

港南ふれあい公園

７月予定

港南台中央公園

フェスティバル秋

11 月予定

フェスティバル冬

２月予定

２ 子育て当事者支援事業

野庭中央公園
港南スポーツセンター

【142 千円】

保育園の園庭開放事業の有効的活用・子育てグループ（＊）
への活動支援を実施し、子育て当事者を支援。
（＊）子育てグループ：主に１歳児以降自主的に活動してい
る親子のグループで、27 年度は 12 グループが登録。
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事 業 名
予算額：千円

事業の内容

備 考

３ 育てにくさを感じる子育てへの支援事業≪拡充≫
【2,181 千円】
養育者が育てにくさを感じる子どもについての理解を深
めるために、講座や小集団での相談会、個別相談に加え、
28 年度は新たに発達障害相談会を実施。
・発達障害に関する講座 年２回予定
・個別相談 年間 50 回実施。相談に入るまでの待機期間
を短縮
・発達障害相談会 年５回予定

４ こども家庭専門相談事業

【408 千円】

ＤＶや離婚、親権や養育費等について、弁護士による専門
相談を実施。

15

すくすく赤ちゃん
安心して子育てができるよう、親子の心身の健康づくり・地 こども家庭支援
課
子育て事業
域の育児力の向上を目指し、赤ちゃん教室を開催。
・０歳児赤ちゃん教室（１歳未満の第１子対象）

H28 予算額：1,019
H27 予算額：1,022
増△減：△3

16

保育魅力アップ事
業

H28 予算額：2,507

保健師、助産師、歯科衛生士、保育士等の講話による学
習会を開催。地域の保健活動推進員、民生委員、主任児
童委員等の協力で実施。
町内会館等、区内 17 会場で開催予定。

保育の質の向上を目的として研修を実施するとともに、地域 こども家庭支援
課
の子育て支援を推進。
１ 保育向上推進等

【2,392 千円】

（１）保育の質の向上
区内の保育施設職員（小規模保育事業、家庭的保育事業、
増△減：△229
横浜保育室、認可外保育施設、事業所内保育施設等を含む）
を対象とした研修会を開催。民間園も企画・運営に参加し、
テーマなどを検討。地域療育センターなどと連携して、研
修会を実施。25 年度からは研修について民間研修担当園
を交え話し合う研修ネットワーク会議も開催。

H27 予算額：2,736

（２）絵本貸し出しの充実
地域の親子の来園機会を増やすことにより、子育て支援
の充実を図るため、22 年度より公立園に導入した地域等
への貸出用絵本を追加。
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事 業 名
予算額：千円

事業の内容

備 考

２ プチ体験事業
【115 千円】
子どもたちが心身共に健やかに育つよう、地域の親子が公
立園でランチ交流や遊びを体験することを通じて、子育てを
支援。
保護者の負担や悩みを軽減できるよう支援していくと共
に、子どもの食事メニューや食べさせ方、子どもが社会性を
身につけるための集団生活を体験。
３ 公立園保育士の派遣による地域育児支援事業 【０千円】
地域ケアプラザが行う育児支援事業等に、公立園の保育士
を講師として派遣し、地域での育児支援を実施。
共働きやひとり親世帯の保護者が子どもの小学校入学後も こども家庭支援
17 「切れ目のない」
課
安心して仕事と子育ての両立ができるよう、子どもの放課後の
子育て支援事業
居場所（預け先）に関する早期の情報提供や、相談機会の充実
等の支援を実施。
H28 予算額： 350
また、児童が幼稚園、保育所から小学校へスムーズに移行で
H27 予算額： 350
きるよう、関係機関との情報交換の機会を提供。
増△減：
0
（１）小学校就学時健診会場への相談ブースの設置≪拡充≫
進学予定の小学校で実施する就学時健診会場で、保護者
が放課後の居場所等について相談できるよう、放課後キッ
ズクラブや放課後児童クラブ等のスタッフによる相談
ブースを、区内全 21 校で設置予定。
（２）小学校就学前講演会・相談会の開催
新１年生となる児童の保護者を対象に、入学にあたって
の準備や小学校生活への心構え等についての講演及び放
課後の居場所に関する相談会を実施。
（１回予定）
（３）
「港南区放課後まっぷ」の発行
放課後施設の場所やサービス等を紹介したパンフレッ
トを発行し、保育所の保護者会等で保護者へ配布。
4,000 部発行予定
（４）保育所と放課後施設、学校と区役所との連携強化
児童が幼稚園、保育所から小学校へスムーズに移行でき
るよう、保育所と放課後施設との見学会、小学校と区役所
との情報交換会など、関係機関との情報交換の機会を提
供。
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事 業 名
予算額：千円

事業の内容

備 考

港南区の次代を担う青少年の健全育成及び社会参加の機会 地域振興課
18 青少年みらい応援
の創出を、地域・学校と連携して推進。
事業

H28 予算額：7,160
H27 予算額：7,420

１ 青少年健全育成支援事業

【1,400 千円】 港南区青少年健

青少年の健全育成に関する取組を主催する「港南区青少年 全育成を推進
する会（青少年
健全育成を推進する会」へ活動費を交付。
育成に関わる区

増△減：△260 ＜港南区青少年健全育成を推進する会の実施事業＞
（１）こどもフォーラム 2016

内 71 団体で組
織）への補助

10 中学校区を単位として、区内小・中学生（運営委員）
が、より良い地域づくりのために自分たちに何ができるの
かを話し合い、地域活動を実施。また、地域の青少年育成
関係者（協力者）が運営委員の活動をサポート。
（２）こども“ゆめ”応援事業
各地区連合が実施する小・中学生が夢や目標を持つきっ
かけとなるような講演会や体験教室などの事業に対し、活
動費を交付。
（３）青少年育成研究会
青少年健全育成を推進する会構成団体のメンバーを対
象に青少年に関わる問題について、専門家の基調講演及び
方面別意見交換会を実施。
２ 学校・家庭・地域連携事業

【1,800 千円】 中学校区学校・
家庭・地域連携

各中学校区の学校・家庭・地域連携事業実行委員会が行う 事業実行委員会
青少年健全育成の取組に対し、活動費を交付。
への補助
３ 地域で育て子ども達事業

【3,960 千円】

（１）青少年活動支援事業
ア こうなん子どもゆめワールド実行委員会への補助
次代を担う子どもたちが夢と希望を持ち、主体性と
創造性を持ちながら活動できるよう、地域における世代
間交流の場を提供。
（11 月５日予定）
イ 区内の青少年関係団体が実施する事業への補助
・港南区子ども会連絡協議会への補助
・港南台生き生きプレイパーク管理運営団体への補助
ウ 青少年文化スポーツ活動奨励金
部活動などの文化、スポーツ活動において、優秀な活
動を行った区内の青少年に奨励金を交付。
（２）青少年向け音楽祭の開催
子どもたちが音楽を通して仲間づくりや他校との交流
を深めることを目的とした音楽祭（ひまわりミュージック
フェスタ）を開催し、学校外でのダンス・合唱の発表の機
会を提供。
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こうなん子ども
ゆめワールド
実行委員会への
補助

港南区子ども会
連絡協議会、
港南台中央公園
生き生きプレイ
パーク管理運営
委員会への補助

４

住み続けたいまちづくり

【16,519 千円】

地域の美化活動や、ゴミの減量化に向けた地域・家庭の取組を支援します。また、地球温暖化対策の
啓発や身近な生活環境改善に取り組むと共に、区の花ひまわりを通じた魅力づくりや地産地消などふる
さと意識を高める取組を進めます。
事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

「横浜市地球温暖化対策実行計画」に基づき、区民、事業者、 区政推進課
19 こうなんの「エコ
区の協働により、省エネ・脱温暖化の取組を実施。
活。
」推進事業

H28 予算額：2,610
H27 予算額：3,660
増△減：△1,050

１ イベント等での普及啓発

【790 千円】

区民のエコに対する意識をより高め、区民一人ひとりが温
暖化対策に取り組むためのきっかけづくりとなるよう、イベ
ント等での普及啓発を実施。
（１）
「遊びにおいでよ！七夕まつり」や「安全安心キャンペー
ン」で節電を PR。（７月予定）
（２）東京ガスエコモ㈱、区内農家の協力を得て「エコ・クッ
キング」
（地産地消のＰＲ含む）を開催。（10 月開催予
定）
（３）小学生を対象とした環境学習講座を開催。
（８月開催予
定）
（４）
「こうなん子どもゆめワールド」で港南区地球温暖化対
策・ヨコハマ３Ｒ夢推進本部員の事業者と連携しエコ活
啓発ブースを出店。
（11 月予定）
（５）横浜市地球温暖化対策推進協議会と連携し、廃食油回
収を実施。
①「こうなんこどもゆめワールド」で廃食油回収による
カーボンオフセットを実施。
（11 月予定）
②自治会町内会における定期回収の導入支援（通年）
２ 緑化推進

【720 千円】

「緑のカーテン」の普及や、イベントでの花苗配布によ
り、区民による主体的な緑化のきっかけを提供し、区内の
緑化を推進。併せて、HP 等で取組を紹介しより多くの区
民に啓発。
（１）区内小・中学校、保育園にゴーヤ苗を配布。
（緑のカー
テンを実施）
（２）事業者、公園愛護会との協働による「ゴーヤの育て方
講座」の実施。（５月予定）
（３）区内の保育園や学校での取組の様子や区内の緑のカー
テンの写真募集を行い、区 HP で紹介。（７月予定）
（４）良好な緑を創出するため、区内公共施設の緑化を実施。
（通年）
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事 業 名
予算額：千円

事業の内容
３ 省エネ、節電推進事業

備 考
【１,100 千円】

区民利用施設等での省エネ、節電を推進するため、LED
照明や人感センサー等省エネ設備への切換えを実施。

20

ごみ・資源の削減と脱温暖化を目指し、ヨコハマ３Ｒ夢プラ 地域振興課
ヨコハマ３Ｒ夢！
ンに基づき、区民や事業者との協働により３R を推進。
推進事業
１ ヨコハマ３Ｒ夢推進組織の運営

【184 千円】

H28 予算額：1,724

（１）港南区地球温暖化対策・ヨコハマ３Ｒ夢推進本部総会
区民、区内事業者、行政が取り組む 28 年度の減量目標、
行動目標などの決定。
（5 月予定）
0

H27 予算額：1,724
増△減：

（２）ヨコハマ３Ｒ夢推進大会
街の美化、３Ｒ夢プランの推進に貢献した区民の表彰と
講演会の開催など。
（３月）
（安全安心まちづくり協議会との合同開催予定）

２ ヨコハマ３Ｒ夢 普及・啓発

【1,540 千円】

３Ｒ夢プランを推進するため、資源循環局港南事務所と連
携して普及・啓発活動を展開。
（１）地域イベント、商業施設店頭などでの啓発
区民が多数集まる場所でごみの分別相談や、３Ｒ夢プラ
ン啓発のためのブースを設置。防災の日のイベントと併せ
て、分別の啓発を行うなど、他課と連携した普及・啓発を
展開。
（２）子ども向け３Ｒ夢学習
保育園や小・中学校での授業として、３Ｒ夢プランを始
めとした環境学習を実施。
ア 保育園や小・中学校での出前教室
イ 地域の祭りなどで、小学生がごみの分別を啓発
（３）リユース情報掲示板の運営
家庭で不要となった品物を区民間でリユース（再使用）
するための情報掲示板を運営。
21 うるおいのある
美しい街づくり事業

H28 予算額：4,755
H27 予算額：4,755
増△減：

区民、地域団体と関係行政機関が協働し、不法投棄や散乱ご 地域振興課
みの無い、花と緑のある美しい街を創造。また、誰もが参加で
きる身近な地域活動としての清掃・美化活動を推進。
１ 街のクリーンアップ事業

【1,770 千円】

（１）港南台、上永谷駅周辺清掃
区内の障害者福祉施設に委託して歩道清掃を実施。
0
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事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

（２）河川のクリーンアップ
地域団体が主体的に行っている、河川の清掃活動を支
援。
・笹下川クリーンアップ（５月、9 月予定）
・平戸永谷川クリーンアップ（５月、10 月予定）
・大岡川クリーンアップ笹下地区（５月予定）
・大岡川クリーンアップ上大岡・大久保最戸地区
（6 月予定）
・日野川クリーンアップ（7 月予定）
（３）ポイ捨て防止等の推進
区内主要駅でポイ捨てや歩行喫煙防止の啓発キャン
ペーンを実施。
・環境事業推進委員によるポイ捨て啓発キャンペーンの実
施
２ 地域美化活動支援事業

【940 千円】

各地域で行われている美化活動を支援するため補助金を 地域美化活動推
進組織への補助
交付。
（15 地区）
３ フラワーサポーター支援事業

【510 千円】

公共性の高い場所での、花植えやその維持を行っているフ フラワーサポー
ター団体への補
ラワーサポーター団体を支援するため補助金を交付。
助
（10 団体）
４ 美化重点地区（上大岡～港南中央駅周辺）対策事業
【1,535 千円】
（１）上大岡駅周辺清掃
上大岡駅周辺を中心に、鎌倉街道沿いの歩道清掃を委
託。
（２）美化推進員啓発活動
美化重点地区で喫煙マナー啓発、自動販売機設置状況調
査、歩道清掃などを実施。

22 みんなでつくる
ふるさと港南事業

H28 予算額：1,360
H27 予算額：1,190
増△減： 170

将来像「みんなでつくる ふるさと港南」に向け、次世代に 区政推進課
引き継げる住みよいまちとするため、公園や農地などでの世代 地域振興課
間交流を行い、ふるさと意識を高める取組を推進。

１ ひまわりを活用した区の魅力アップ

【590 千円】

（１）区の花「ひまわり」を、区民との協働で区内各地に
栽培することにより「ふるさと港南」のつながり（交
流づくり）を推進。
・区内の公園や保育園の園庭で、ひまわりの栽培を通じ、
公園愛護会等地域の方々と園児の交流を推進。
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事 業 名
予算額：千円

事業の内容

備 考

・栽培交流により生まれた新たな交流内容を区 HP 等で
紹介することにより、他地域での更なる交流を啓発。
・区の花「ひまわり」により更なる魅力アップを図るた
め、ひまわりの写真募集を実施し、区の HP や駅等で
『ひまわり写真館』として掲載。区の花「ひまわり」
の更なる定着を推進。（７月～予定）
（２）区の花「ひまわり」を活用した“ふるさと”意識の
醸成。
・区内事業者との協働により、区の花ひまわり柄のオリ
ジナル・ミニタオルを区内の出生児にプレゼントする
『こんにちは！港南ｂａｂｙ誕生プレゼント』の実
施。
（H26.1～H27.12 月までで対象者 2,500 人以
上の方に配付。）

２ ひまわりを活用した商店街振興≪新規≫

【350 千円】

区の花「ひまわり」を題材に絵画コンクールを、港南区商
店街連合会と共催で開催。商店街や駅などに、絵画コンクー
ルの応募作品と区役所で募集したひまわりの写真を展示し、
多くの区民が商店街を訪れる機会を推進。
３ 農体験（ビタミン満菜農園）

【390 千円】

農体験を通じた様々な交流及びふるさと意識の醸成を推
進。
・活動内容：蕎麦の種まきから収穫を中心に様々な作物の
農作業や交流会（収穫物の試食会や蕎麦打ち）などを、
参加者が主体的に計画し開催。保育園や障害者施設等他
の団体との交流も実施。
・参加者：未就学児から高齢者まで
４ 直売会（ビタミン満菜市）

【30 千円】

地元港南区産の野菜を知ってもらい、地産地消を推進。
・複数の農家が交代制で出品
・夏期及び秋期に実施予定

少 子 高 齢化 等 の社 会 経済 状 況 の変 化 に対 応 する た め 、 区政推進課
都市計画マスター
17
年７月に策定された、横浜市都市計画マスタープラン・港
プラン・港南区プラ
南区プランの改定作業に着手。
ン改定事業
28 年度は、基礎調査を行い、データを収集し、現行区プラ
ンの点検・課題整理を進め、改定方針を作成。≪新規≫
H28 予算額：1,070
次年度以降のスケジュール
H27 予算額：
0
・29 年度 素案作成作業
・30 年度 素案意見募集、原案作成予定
増△減：1,070
・31 年度 改定予定
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26

事 業 名
予算額：千円
24

歩行者サポート事
業

事業の内容

備 考

地域の要望を踏まえて公道の階段への手すりの設置や補修 土木事務所
などを行い、日頃から高齢者等が安心して外出でき、災害時に
も安全に通行できる環境を整備。

26、27 年度で高齢社会に対応するため、バス停にベンチ
H28 予算額：3,000 を設置。
H27 予算額：2,000

28 年度は、高齢者がより外出しやすいと感じてもらえるよ
増△減：1,000 うバスベンチだけではなく、公道の階段への手すりの設置や補
修についても実施。
その内、勾配が急なものや地域防災拠点等の公共施設に近い
ものを優先。≪拡充≫
・手すりの設置予定延長 約 120ｍ
※ 別途の道路局配付予算も含む
・バスベンチの設置予定 ３基
＜実施スケジュール予定＞
４月～９月 連合町内会を通じて地域要望を募る
１０月～３月 職員による現場調査と優先順位付け
※ 28 年度は、現在受付けている要望に対して手すりの
設置または補修などを実施予定。29 年度から優先順位
に基づき実施予定。

25

歩行スペースの確保や車両の速度を抑制させるため、路側帯 土木事務所
通学路カラー舗装
のカラー舗装化による交通安全対策を実施。
化事業

各小学校で開催される「地域子どもの安全対策協議会」の要
望を踏まえ、通学路の安全を最優先に、車両通行の状況や、地
H28 予算額：2,000 域のバランス等も考慮し、路側帯のカラー舗装化及び補修を実
H27 予算額：2,000 施。
実施予定延長 約 2,500ｍ
増△減：
0
（新設 1,800ｍ 補修 700ｍ）
※ 別途の道路局配付予算も含む
＜実施スケジュール予定＞
６月～７月 地域子どもの安全対策協議会
８月～１０月 実施箇所の選定
1１月～３月 設計・工事
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５

正確・丁寧な行政サービスの提供

【28,423 千円】

正確で丁寧な窓口サービスの提供、区民ニーズの把握と区政への反映、わかりやすい区政情報の提供
を行うなど、
「共感と信頼」の区役所づくりを進めます。
事 業 名
事業の内容

予算額：千円

備 考

こうなん区政推進
区政に対する区民の関心を高めてもらうため、
28 年度の「区 区政推進課
事業
運営方針」と「区づくり推進費自主企画事業費予算」を掲載し
た『港南区政の概要』を発行。
・港南区政の概要：５月発行予定（1,000 部）
H28 予算額：1,660
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H27 予算額：4,275
増△減：△2,615

また、31 年度の区制 50 周年に向けての準備・検討。
≪新規≫

区の良さを再発見してもらえるように、「見せる・魅せる」 区政推進課
広報よこはま・港
を目標に区政情報などを分かりやすく掲載。また、地域活動に
南区版発行事業
参加するきっかけを提供するため、区版１面「地域通信」では
各地域で取り組まれている地域づくりを推進する活動を、地域
H28 予算額：7,218
の人の顔が見える写真を交えて紹介。
H27 予算額：7,459
・発行部数：9０,000 部／月
増△減：△241

27

28

区民生活・防災マップやホームページなどにより、区政情報 区政推進課
わかりやすい情報
や生活に必要な情報をわかりやすく提供。
提供事業
１ 区政情報の提供

H28 予算額：4,362
H27 予算額：2,390
増△減：1,972

【2,290 千円】

施設情報や防災拠点情報などを盛り込んだ区民生活・防災
マップを発行（３月予定）
。また、区民が手続・制度・区政
の情報を得やすいよう、ホームページを活用し、適時、情
報を提供。大規模災害発生時には、避難所開設情報等をツ
イッターで提供予定。

２ 区民向け相談事業の実施

【2,072 千円】

区民から寄せられる、法律面での専門知識が必要な相談に
ついて、身近な区役所で弁護士及び司法書士により対面形式
及び講座形式で実施。
・法律相談：毎週金曜日、第２・第４月曜日
13 時～16 時
・司法書士相談：第１火曜日 13 時～16 時
・法律講座：全４回（９～10 月）予定
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事 業 名
予算額：千円
29 総合案内充実事業

H28 予算額：2,286

事業の内容

備 考

総合案内窓口に接遇経験豊富なスタッフ（ひまわりコンシェ 区政推進課
ルジェ）を引き続き配置し、より便利で親しみやすい区役所を
目指し、的確で親切・丁寧な案内を実施。

H27 予算額：2,168
増△減： 118

30 快適区役所推進事
業

H28 予算額：12,897

お客様が、区役所や区民利用施設での時間を快適に過ごして 総務課
いただけるよう、施設の環境整備・改善等を実施。
なお、当該事業費のうち、7,673 千円は自動販売機の売上
手数料やモニターの広告料などの財源により実施。

H27 予算額：12,919 １ 現区庁舎における環境改善
増△減：

△22

【3,500 千円】

区民ニーズを捉え、臨機応変に庁内の環境改善を実施。
28 年度は新区庁舎移転を見据え、最低限に対応。
２ 区民利用施設における環境改善

【5,500 千円】

区民ニーズを捉え、トイレの美化・改修など、区民利用施
設の環境改善を実施。
３ 新区庁舎における環境整備≪新規≫

【3,500 千円】

区民の皆様に愛される区庁舎を目指し、ボイスコールの設
置など、環境整備を実施。
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２８年度

港南区個性ある区づくり推進費

港南区は、引き続き「つながり はぐくむ ふるさと港南」をテーマに、「港南区の宝」である「協働による地域づくり」を進めます。
平成28年度予算にあたっては、地域の皆さまと向き合う体制づくりのため、地域の声を把握しつつ、「部・課の枠」を越え様々な視点から議論を行い、予算編成を行いました。

つながり
１

安全・安心のまちづくり

はぐくむ

・災害に強いまちづくり事業

・子どもや子育て世代に向けた啓発
・防災５箇条を活用した地域への防災啓発

見守り
防犯
快適な生活
地域福祉
保健計画

・災害時も地域で見守り推進事業

快適な生活支援、衛生問題対応

・安全安心まちづくり推進事業

・ペット手帳作成など災害時のペット同行避難
の支援（拡充）

・安全で快適な生活推進事業
・地域福祉保健活動推進事業

学校

自治会町内会の運営サポート
と自治会・連合加入の促進

スポーツ
文化
区民活動

・地域スポーツ応援事業
・こうなん地域文化推進事業
・区民活動・生涯学習支援事業

高齢者
障害者

・高齢者元気応援事業
・障害者いきいき生活応援事業

【地域活動の担い手】

地域福祉保健計画（港南ひまわりプラン） その他団体
の推進、地域支えあい・見守り活動支援
・地域活動を応援する補助制度実施

自治会町内会 ・地域力ステップアップ事業
サポート

【地区連合町内会】

地域の防犯活動、交通安全対策、安全な
消費生活の推進

・港南ヘルスアップ事業
・ウォーキング推進事業

健康づくり

事業・組織の連携

災害時要援護者への支援対策の実施

一人ひとりが元気に暮らせるまちづくり

15,450千円

様々な事業・団体が連携して、健康寿命を延ばす取組を推進します。
様々な事業・団体の連携によるウォーキングを通じた健康づくりや介護予防など、
健康寿命を延ばす取組を推進します。また、スポーツや文化などの活動機会を創出し、
誰もが安心して暮らせる元気なまちづくりを進めます。

地域との
協働

地域防災力の向上

自主企画事業費計 108,312千円

２

地域の皆様と
協働で進める
地域づくり

26,170千円

いざという時にも支え合い・助け合えるまちづくりを進めます。
向こう三軒両隣に「お互い様」の関係ができ、日頃からの見守り、防災・
減災活動が進み、いざという時にも支え合い、助け合えるよう取り組みます。

防災・減災

ふるさと港南

・団体間の活動をつなぐ
・住民に情報を提供し、でき
る範囲の参加を呼びかけ

健康講座やがん対策の推進
・商業施設等での健康イベントの実施（拡充）

ウォーキングによる健康づくり
・関連団体と連携したイベントの実施

ラジオ体操などスポーツによる健康づくり
地域に根ざした文化活動
地域における仲間づくり
いきいきとした地域生活を支援

自治会・町内会

地

ケアプラ

域

地区社協

商店街

３

子ども・青少年が健やかに育つまちづくり

民生委員・児童委員

【区民】
・地域への関心
・地域活動への参加

企業
子ども会

青少年指導員

21,750千円

消費生活推進員

シルバークラブ
より身近な場所で安心して子育てができるよう、地域での総合的な子育
て支援を進めます。
安心して地域で子育てができる環境づくりに取り組みます。また、切れ
目のない子育て支援を行うとともに、地域・学校と連携して、次代を担う
青少年の健全育成に取り組みます。

・地域で子育て応援事業
子育て支援

保健活動推進員

「子育ての居場所」の展開、地域・民間園
と連携したエリア別イベントの開催
放課後の居場所への不安解消
・就学時健診会場への相談ブース設置（拡充）

育てにくさを感じる子育てへの支援
・発達障害相談会等の開催（拡充）

青少年育成

・青少年みらい応援事業

・区役所における部・課を
越えた連携
・地域活動の担い手との
協働で進める地域づくり
・活動に必要な情報提供や
下支え
・公的機関も連携し、地域と
向き合って対応

青少年の育成と地域における世代間の交流

５ 正確・丁寧な行政サービスの提供

住み続けたいまちづくり

区の花ひまわりを通じた魅力づくりや、歩行者の安全・快適に配
慮した交通の実現などの取組を推進します。

・みんなでつくるふるさと
港南事業
まちづくり ・通学路等カラー舗装化事業
・歩行者サポート事業
・こうなんの「エコ活。」推進事業
温暖化対策 ・ヨコハマ３R夢！推進事業
３R夢
・うるおいのある美しい
クリーンアップ
街づくり事業

28,423千円

区民生活の基本となる行政サービスを、一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、心のこもった対応により、
正確で丁寧に提供し「来てよかった」と感じてもらえる区役所づくりを進めます。
・こうなん区政推進事業

・広報よこはま・港南区版 ・わかりやすい情報
発行事業
提供事業

16,519千円

区の花ひまわりを通じた魅力づくり、地産地消や商店街活性化などふ
るさと意識を高める取組、公道の階段などへの手すりの設置なども進め
ます。また、地域の美化活動や、ごみの減量化に向けた取組を支援しま
す。
区の花ひまわりの活用や農体験を通じた

スポーツ推進委員

【区役所・区社協
・消防・警察】

・保育魅力アップ事業
・「切れ目のない」子育て
支援事業

環境事業推進委員

ヘルスメイト

４

・総合案内充実事業

・快適区役所推進事業

ふるさと意識の醸成
ひまわりを活用した商店街活性化のた
めの支援（新規）
通学路安全確保、交通安全対策
公道の階段部分への手すりの設置(拡充)
地域の主体的・連携によるまちや川の
クリーンアップ
温暖化対策と３R夢の一体的推進

