平成28年第２回

区づくり推進横浜市会議員会議

日 時 平成 28 年６月 21 日（火）午前 11 時から
場 所 磯子区総合庁舎 公会堂集会室
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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。
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自主企画事業等一覧
【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
【13 事業

２７，５７４千円】

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す。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す。
事

１

業
名
[予算額：千円]

事

業

区民の健康づくり応
援事業 重点

内

容

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、
[２，４２８] 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
前の健康づくり講座を実施します。さらに、区民が健康づく
＜福祉保健課＞ 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ダ
ーとして育成し、その地区活動を支援します。
(1) 啓発事業
生活習慣見直し教室 新規
《２コース（２日）×２回、６/20・９/５、10/３・12/12》
(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
（延べ 124 人）実施済・９月》
イ 出張健康づくり講座《地域の要請により実施 ４/28
（28 人）・５/13（13 人）実施済》
ウ ウォーキング企画支援《通年》 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 月》 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 ４/５（９人）・
５/10（11 人）・６/７（15 人）実施済、７～３月》
イ おかゆ講座 in いそピヨ《全６回 ４/12（20 人）実
施済・６/21・８/16・10/18・12/20・２/21》
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(5) おとなの食育
出張！健康づくり応援隊《全３回 ５/22（延べ 315 人）
実施済》
(6) 図書館連携事業
食育と読み聞かせ《全２回 ８/25・12/22》
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）
の推進を図ります。
[３，１８５] (1) 第３期計画の推進
ア 策定・推進検討会《全２回 ８・２月》
＜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】
（8 ﾍﾟｰｼﾞ）と
して実施

[3,510 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月》
エ 地域支えあい事業訪問員研修会《２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 10 回 ４・５月発行済、６～３月》
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] 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制
＜高齢・障害支援課＞ づくりを進めます。
(1) 認知症普及啓発
ア 認知症サポーター養成講座《全 30 回》
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 月》
(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 30 回》
(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 24 回 ３回実施済》
イ 区レベル地域ケア会議の実施《11 月》
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(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》
(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 継続 17 か所》
４

障害者地域生活サポ
ート事業

５

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
[３４８] す。また、障害理解に向けた区民向け啓発事業を行います。
(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２回》
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》

生活困窮相談支援事

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
業 新規
より効果的に展開するため、支援者を対象とする研修会の開
催及び相談窓口の案内を記載した事業 PR カードの配布によ
[１，４００] り生活困窮者の早期把握に取り組みます。また、区内関係機
関に働きかけ、対象者のボランティア活動等への社会参加を
＜生活支援課＞ 促します。
(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（司法書士等)による実践的な講習を実
施《全２回 11 月》
(2) 事業ＰＲカードの作成・配布事業《５月 配布開始》
ア 作成枚数
10,000 枚（名刺サイズ）
イ 配布先
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) 生活困窮者社会参加促進事業
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《６～11
月》を行うとともに、その調査結果を活用して、生活が困
窮している方の状況に応じた社会参加を促します。
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磯子区寄り添い型学習支援事業

【健康福祉局から区配

10,799 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》
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。
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
ら子育て中にわたり支援を行います。また、地域子育て支援
[３，４６５] 拠点や地域の子育て支援団体・機関との連携を進め、地域で
子育て支援を進めます。
＜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）実施済、
９/10・12/10・３/11》
(2) 授乳時不安解消育児教室《月１回 ４/８（６人）
・５/13
（10 人）・６/10（16 人）実施済》
(3) ママ会《10 会場 各会場月１回(８月休会) 649 人》
(4) ふたごの会《全４回 ５/24（25 人）実施済、７/26・
11/22・２/28》
(5) 国際ママ会《全５回 ６/24・８/26・10/21・12/９・
２/24》
(6) 公園遊び《５公園 ５～11 月（８月休会） 121 人》
(7) 保育ボランティアの研修と活用
ア 研修会《全４回 ７・９・11・２月》
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す。
ア 区民向け講演会《９/30》
イ 連絡会内部研修《11/17》・事例検討《９/15、１/５》
ウ 関係機関（教職員）向け勉強会《８/３》
(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す。
《199 冊配付済》
【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 16 回（48 人）》
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(11) 子育て支援者による子育て相談
《８会場 各会場週１回 60 回（来所者 1,116 人、
相談者 357 人) 》
(12) 地域育児グループリーダー育成研修
《全２回 ６/29・11/29》
(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
（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》

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す。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きます。
(1) 主な取組
ア 親子の居場所
(ｱ) おはなし会《月２回 延べ 128 人》
イ 子育て相談
(ｱ) 栄養相談《月１回 延べ 18 人》
(ｲ) 助産師相談《月１回 延べ 11 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
行います。
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きます。
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７

保育園地域子育て事

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
業
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] 庭や妊婦とその家族を支援します。
(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 88 回(５月以降) ２回実施済》
(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 400 件 84 件
読み聞かせ実施 全 160 回 17 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 80 回（６～３月）》
ウ 出前保育《市立保育園４園 全 20 回（６～３月）》
エ 合同育児講座
市立保育所及び民間保育施設と合同で実施《全３回》
(3) 市立保育園花いっぱい事業 新規
平成 29 年春に開催される全国都市緑化よこはまフェア
に向け、園児が花を栽培し、それを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す。
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 月中旬～下旬》
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」を図ります。
(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す。
(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、助言等を行います。
《市立保育園４園 月１回程度／各園》
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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] す。
(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 月》
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月》
イ 自治会町内会役員等表彰《６～７月》
(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

９

「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
[２，１５１] した情報提供により、活動グループ・団体を支援します。
(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
(ｱ) 活動参加のきっかけとなる講座
《全４回 10～11 月》
(ｲ) 具体的な地域課題解決を目指した講座
《全４回 １～２月》
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・２月》
(ｲ) スペース・機材の提供
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 90 回 17 回実施済》
イ 出張によるパソコン講座の開催
《全 60 回 12 回実施済》
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元気な地域づくり推進事業【市民局から区配

6,617 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) 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す。（区全体を対象とした６回程度の
講座）
(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・２月》や地域活動フォーラム《６/11》を実施します。
(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」に掲載します。
(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
を支援します。《交付４団体、申請予定２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す。
《９地区》
(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 地区別取組事業
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・76 事業》【再掲】
イ 普及啓発
第３期磯子区地域福祉計画（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。《５月実施済》
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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] 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。
(1) 国際交流コーナー事業
＜地域振興課＞
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（15 人）実施済・６/19・
10・12・３月》
(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 10 回 １～３月》

11

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。《９地区》

[２，３９３]
＜地域振興課＞

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] 整備を行います。
(1) 青少年育成活動への支援《８事業 ５事業決定済》
＜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
(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・８/３》
ウ 第４回磯子区紙ヒコーキ大会《10/１》
エ いそごこどもまつり 2016《11/13》
(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す。
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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や消費カロリーを
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。
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
＜土木事務所＞ と連携して実施します。
(1) 実施時期
ア ルート選定《５～７月》
イ 設置場所の検討・調整《８～10 月》
ウ 案内板・ベンチ等の購入・設置《11～12 月》
エ 各団体への周知、利用促進《１～２月》
オ 利用調査（アンケート等）《設置・周知後随時》
(2) 設置内訳
ア 案内板等《４基》
イ ベンチ《３基》
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Ⅱ

魅力にあふれた活力あるまち
【７事業 ２４，９７９千円】

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、引き続き地域と一体となって、
にぎわいづくりを進めていくとともに、動画等を活用して磯子の魅力を積極的に発信して
いきます。
平成 29 年には、磯子区制 90 周年を迎え、全国都市緑化よこはまフェアの開催も控えて
いるため、これらに向けて、磯子の新たな魅力づくりを進めます。
事

業
名
[予算額：千円]

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す。
[２，８１０] (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
行います。《通年》

15

磯子区環境行動推進
事業 重点

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] づく３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）活動につい
て目標設定し、様々な普及・啓発活動を推進します。また、
＜区政推進課＞ 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
＜地域振興課＞ 行い、清潔できれいな街づくりを推進します。
(1) 地域から拡がるエコウェーブ
ア 環境イベントの開催《全２回》
イ グリーンカーテンの育成支援《５/７～31 実施済》
ウ グリーンカーテンパネル展の開催《９月》
(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
《全 45 回 ６回（延べ 1,630 人）実施済》
イ 環境教室
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(ｱ) 保育園・幼稚園などでの啓発活動《全 25 回》
(ｲ) 小学校での啓発活動《全 16 回 ２回（延べ 132 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 ８
回（延べ 208 人）実施済》
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月》
カ リサイクル工作教室《８月》
キ 環境映画会《10 月》
ク 「もうすぐママ・ママの会」での啓発活動《全５回》
(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 35
回実施済》
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《３月》
(4) 磯子のまち緑化計画
ア 駅前の花苗の植替《全９回 ３回実施済》
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 実施済》
イ 環境活動リーフレットの発行《７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 8,472 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) 平成 28 年度に整備予定の杉田臨海緑地に PR 花壇を設置《３月》
(2) 駅前のプランター・花壇の設置《通年》
(3) 区の花コスモスの種の配付《５～６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
の動線を創出します。《４月～ 実施設計、10 月 工事着工、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化することで、電力使用量を節減し、
地球温暖化防止に寄与します。
《10 月》
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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
化を図ります。
[１，１５０]
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
んでいただける工夫を行います。
＜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６回 ４/23～24・５/28 実施済》
(2) 商店街マップの更新・配布《10,000 部》
(3) 区ホームページなどを活用し、商店街の魅力をＰＲ
《通年》

17

磯子まつり事業

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
[５，５００] す。
また、より多くの区民への健康づくり啓発を行うため、健
＜地域振興課＞ 康づくりフェスタを開催します。
＜福祉保健課＞ (1) 「第40回磯子まつり」の開催《９/25》
(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] 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
＜地域振興課＞ 象としたダンスイベントを実施します。
(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》
(4) 区民ホールギャラリー《全 47 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す。
【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」《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す。
[３，０４４] (1) スポーツ推進委員事業
ア 磯子区民グラウンドゴルフ大会《10/30》
＜地域振興課＞
イ 磯子区民輪投げ大会《２/26》
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 19 事業程度

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] (1) 贈呈期間
平成 29 年 1 月４日～12 月 28 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
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Ⅲ

誰もが安心して生活できるまち
【７事業 １７，２０７千円】

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
をしっかりと進めます。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す。
事

業
名
[予算額：千円]

事

21

業

内

容

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す。
(1) 地域の自助・共助強化事業
[７，３１８]
ア 安全・安心マップの作成・活用支援《作成 10 地区》
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
＜福祉保健課＞
イ 防災マップの配布
＜高齢・障害支援課＞
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
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月》
(ｲ) 防災講演会の実施《２月》
(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《全２回》 新規
(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布事業
希望する区民に対し、救急医療情報キットを配布《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 ５/21 実施済、11 月》
イ 関係機関等による情報受伝達訓練
《全６回 ４/21・６/２実施済、８・10・12・２月》
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(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を実施
《全２回 ８・１月》
イ 職員災害対応力強化研修（仮称） 新規
拠点動員職員を対象とした研修を実施《全２回》
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、防犯対策を進めます。
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] 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
るＬＥＤ防犯灯の工事費の一部を補助します。
＜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》
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) 防犯講習会の開催《随時》
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や講習会を行い、相互に連
携した防犯活動の展開を図ります。《随時》
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の開催《６/３実
施済》
(ｲ) 防犯キャンペーンの実施《区内主要駅前等、月１回》
(ｳ) 安全安心メールの配信《随時》
(2) 「安全で安心なまち磯子区のつどい」開催《10/15》
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す。
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
ールを行います。《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》
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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] ます。
(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 37 園（12 幼稚園、25 保育園） 17 園（延べ 2,117
人）実施済、６・９・10・11・12・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 小学校 １校（527 人）実施済、６・７・
９・10・11 月》
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す。
(ｱ) 研修会《７/８》
(ｲ) 参加体験型交通安全教室《10/24》
(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 ４/７雨天中止、７・９・
12 月》
イ 強化月間キャンペーン《全４回 ５/９実施済、６・
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 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《246 日》
イ 根岸駅、磯子駅、洋光台駅《57 日》
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24

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] 員による活動を支援します。
(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
を展開します。
ア 悪質商法被害未然防止講座《全７回》
イ 消費生活に関する啓発講座《全３回》
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
開催します。
ア こども消費生活セミナー《８/２》
イ 消費生活教室《６/21》
ウ くらしのセミナー《12 月》
エ 得トク生活フェスタ《11/３》
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》
イ 合同会議（推進員の地域間連携の向上を目的）
《全２回 ９/６・２/７》
ウ 地区代表者会議《全 11 回 ４/５・５/10 実施済》

25

消費生活推進事業

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。
[６４１] (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す。《全 100 施設
６～２月》
(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《９/25》
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 ５/30 午前・夜間(延べ 42 団体 64 人）実
施済、９月（２回）》
エ 配食サービス等における食中毒予防講習会《９月～》
講習会テキストを作成《７月 2,000 部》
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(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 ６回（延べ 85 人）実施済》
イ 食中毒・災害時ペット対策・薬物乱用のパネル展
《全３回 ８・９・10 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
《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布《通年 2,000 枚》
イ 長寿犬表彰（適正・終生飼育講習会）《10 月》
ウ 猫の適正飼育支援（猫侵入防止機器の貸出し）
《通年》
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、「災害時
ペット手帳」を作成・配布《６月 2,000 枚》
26

杉田駅・新杉田駅周
平成 26 年３月に策定された「杉田駅・新杉田駅周辺地区
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
イン整備事業 新規
しています。
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] 整備については、平成 27 年１月に作成した「案内サイン設
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
＜区政推進課＞ 案内サインを設置します。
(1) 屋外広告物条例等の手続《６月》
(2) 案内サインの設置《12 月》
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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、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を改定します。
[１，５２０] (1) 磯子区のまちづくり方針の検討
区民意見の把握（９地区）
＜区政推進課＞ (2) 磯子区プランの改定スケジュール
ア 28 年度
６月～７月
８月
10月
１月
３月
イ

各地区での意見交換
区選出議員との意見交換
改定素案作成
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

29 年度
５月
６月
７月
１月
３月

改定原案の作成
改定原案の市民意見募集
改定案の作成
改定案の都市計画審議会への付議
告示（改定版区プラン確定）

当事業は、【都市整備局からの区配 1,200 千円】と合
わせて、2,720 千円で執行します。
空家対策モデル検証事業【区局連携事業

7,500 千円】

磯子区を含む３区程度で区と局が連携し、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進めます。
(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
【６事業 ２６，５０３千円】

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す。
事

28

業
名
[予算額：千円]

事

業

内

容

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。
[１０，９５４] (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す。
[７，７６５] (1) 区民生活マップの改訂版発行及び転入者等への配布
《10 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

31

区民満足度向上事業

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] 検証を実施します。
(1) 運営方針の策定、周知《５月実施済》
＜区政推進課＞ (2) 事業評価委員会の開催《全３回 ７/20・10・３月》
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] 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 応対マナー講座《７～８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。
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イ

おもてなし研修《８～９月》
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
《１～３月》
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
みを学びます。
(2) 区庁舎の環境整備
ア 照明のＬＥＤ化《８月》
イ トイレの環境整備（温水洗浄便座の設置）《11 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] ルダー）を制度説明のうえ配布します。
(1) 作成枚数
＜保険年金課＞
3,000 枚《５月作成済》
(2) 配布先
区内高等学校等７校、区内商店街、食品衛生協会等

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。

[１，９４０]
＜総務課＞
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磯子 区に係る予算のすがた（平成28年度一般会計予算）
平成28年度に磯子区が執行する予算の規模（区の人件費を含む）は、右下の円グラフのとおり、約92億円
で、18区の予算全体のおよそ4.5%を占めています。
これは、磯子区民16万6,272人（平成28年４月１日現在）の一人当たりに換算すると、約5万5,331円を支出し
ていることになります。
自主企画事業費
19億円

一般管理費
109億円

5.3%

0.9%

自主企画事業費
1.0億円

区行政運営費
83億円

一般管理費
7.1億円

1.1%

4.1%

7.8%

区行政運営費
3.6億円

3.9%
区づくり推進費
128億円

人件費
630億円

6.3%

30.8%
人件費
630億円

30.8%

身近なまちづくり
185億円

区づくり推進費
8.1億円

9.1%

横浜市
18区合計
2,042億円

人件費
31.2億円

33.9%
子育て支援
205億円

人件費
31.2億円

33.9%

8.8%

3.2%

区配付予算
1,284億円

62.9%

生活保護等
747億円

区配付予算
52.7億円
その他福祉・
保健3.3億円

36.6%

3.5%

子育て支援
7.6億円

8.3%

4.5%

その他福祉・保健
65億円

9.9%

磯子区
92億円
18区全体の

10.0%

身近なまちづくり
9.1億円

57.2%

生活保護等
29.1億円

31.6%

注：各項目で四捨五入をしているため、合計額と一致しない場合があります。

【予算の分類】
区の予算は次のとおり大きく３つに分けることができます。
○ 地域の課題やニーズに迅速かつきめ細やかに対応するための自主企画事業をはじめとした
「個性ある区づくり推進費」
○ 区民生活に密着した福祉や保健、子育て、身近なまちづくりなど、区民生活を支える重要な
事務事業を担うために各局から配付を受ける「区配付予算」
○ 各種事務事業を執行していくための「人件費」
【予算の内訳】
○ 「個性ある区づくり推進費」・・・約 8 億 1,400 万円
磯子区の予算の 8.8％となっています。この中には、「自主企画事業費」と「一般管理費」があり、
区が自主的に編成しているものです。
○ 「区配付予算」・・・約 52 億 6,500 万円
磯子区に係る予算全体の中で一番大きな部分を占め、全体の 57.2％におよびます。
さらにその中で主なものは次のとおりです。
・「身近なまちづくり」・・・・約 9 億 1,300 万円
身近な道路・公園等の管理運営経費で、土木事務所が執行します。磯子区予算全体のうち
9.9％を占めています。
・「子育て支援」・・・約 7 億 6,300 万円
保育所の運営費や放課後児童健全育成などの経費で、磯子区予算全体のうち 8.3％を占め
ています。
・「生活保護等」・・・・・約 29 億 900 万円
生活困窮者に扶助費を支給する経費などで、磯子区予算全体のうち 31.6％を占めています。
○ 「人件費」・・・・・約 31 億 2,000 万円
磯子区予算のうち 33.9％を占めています。磯子区の職員及び臨時的任用職員の人件費で、
退職手当等は除いた試算額です。
(総務局人事部労務課公表「平成 28 年度職員人件費予算の目安」より)
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主

な

事

業

内

分類

個性ある区づくり推進費

容

（単位：百万円）
説明

予算

814

区の裁量や創意工夫に基づき自律編成する予算

自主企画事業費
（温暖化対策プラス・環境未来
都市含む）

101 配付されていた予算を束ねたもので、局が定めた一定の条件に基づいて地域の実情

一般管理費

713 用施設の管理運営に係る経費です。

区が地域の課題やニーズに迅速かつきめ細かく対応するための予算及び各局から
に応じて編成・執行する予算です。

生活保護や戸籍・住民登録等に係る事務費や、区庁舎や地区センターなどの区民利

5,265

区配付予算

355

区行政運営

局からの予算配付を受け、区が執行している予算
（総務部が執行する予算です。）
市税の課税・納税に関わる償還金や還付加算金、納税通知書の作成や発送するた

賦課徴収費

77 めの経費などです。

広報費

15 「広報よこはま」や「県のたより」の配布謝金など、広報・広聴に係る経費です。
6 各種統計調査を行うための経費です。

統計調査費

戸籍住民登録の事務費、各種選挙の実施、自治会・町内会組織助成などを行いま

256 す。

その他
身近なまちづくり
道路修繕費等
河川維持管理費等

下水道事業（※参考）
公園管理費等

913

民間保育所運営

*下水道事業を含む

1,040 百万円

609 道路の修繕や交通安全施設の整備・補修などを行います。
11 準用河川の維持管理や親水水路の維持管理などを行います。
(127)

既設管の修繕や共同排水設備の受託施工などを行います。

293 身近な公園の維持管理や老朽化した公園施設の改良などを行います。
763

子育て支援

（土木事務所が執行する予算です。）

（福祉保健センターが執行する予算です。）

31 一時保育や休日保育などを実施する民間保育所の運営費です。
保育に欠ける乳児、幼児を保育する保育所の運営費などです。

市立保育所運営

245 市立保育所４箇所の運営経費

横浜保育室助成

152 こはま保育室に助成するための経費などです。

放課後児童健全育成

189 護及び遊びを通じた健全な育成を行う放課後児童クラブ運営委員会への補助金など

本市独自の基準を満たす認可外保育施設のうち、地域状況等を踏まえて認定したよ
地域の理解と協力のもと、保護者の就労等の事情により、留守家庭となる児童の保
です。（14箇所）

147 小児医療費助成、児童手当・児童扶養手当の支給などを行います。

その他
生活保護等
生活保護
生活困窮者自立支援
その他福祉・保健

2,909

（福祉保健センターが執行する予算です。）

2,887

生活困窮者に対して、国の定める基準により、その困窮の程度に応じて扶助費を支
給するための経費などです。（対象見込み世帯2,130世帯）
生活保護に至る前段階の生活困窮者に対して、国の定める基準に基づき、自立に向
けた包括的な相談支援を実施するための経費などです。

21
326

（福祉保健センターが執行する予算です。）
身体障害児・者の身体機能を補う用具、日常生活を円滑にするための各種用具の給

113 付・貸与を行うほか、障害状況等に合わせた住宅改造や自立支援機器の購入・取付

障害者福祉

28

高齢者福祉
その他
人件費
職員人件費
臨時的任用職員人件費
合

計

に関わる経費の助成などを行います。
老人クラブへの助成や寝たきり高齢者等への日常生活用具の給付・貸与に関わる経
費。介護予防型のデイサービス事業（介護保険対象外事業）などを行います。
地域ケアプラザの管理運営経費や民生委員・児童委員の活動費の支給などを行いま
す。

185
3,120
3,098 総務局人事部労務課公表「平成28年度職員人件費予算の目安」より
22 マイナンバーカード（個人番号カード）の交付に関する臨時的任用職員の人件費です。
（※） 下 水 道 事 業 を 含 む
9,326 百万円
9,199

※各項目で四捨五入しているため、合計額と一致しない場合があります。
※年間を通じた概ねの配付額を算出していますので、あくまでも区に係る予算の大まかな全体像を示した内容
となっています。また、現時点では配付額が未定のため、区へ配付する予定額を18区均等に按分したものも含
まれています。
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