平成30年第２回

区づくり推進横浜市会議員会議

日 時 平成 30 年６月 1 日（金）午前 10 時 50 分から
場 所 磯子区総合庁舎 ７階 701・702 会議室

次

第

１ 座長あいさつ

市会議員

加 藤

広 人

２ 区長あいさつ

磯子区長

小 林

正 幸

３ 議

題

平成30年度磯子区個性ある区づくり推進費の執行計画等について

目

次

参考

区づくり推進横浜市会議員会議運営要領

議題

平成 30 年度磯子区個性ある区づくり推進費の執行計画等について

平成 30 年度

自主企画事業等一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

磯子区に係る予算のすがた(平成 30 年度一般会計予算) ・・・・・・・・・ 23

参 考

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。

平成 30 年度

自主企画事業等一覧
【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
【６事業 ２３，３７３千円】

幅広い世代が地域とのつながりを一層深められるよう、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。
事

業
名
[予算額：千円]

事

業

１

内

容

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
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。
[２，９９０]
(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《全８回 ３回実施済》
(ｱ) 区役所屋外駐車場等
《５/12 実施済、９・11・１・３月》
(ｲ) シーサイドライン車両基地《４/７実施済》
(ｳ) 日清オイリオグループ（株）横浜磯子事業場
① 春祭り会場《４/21・４/22 実施済》
② 夏祭り会場《７月》
イ 商店街レシートラリーの実施《７～９月》新規
商店街連合会と連携し、商店街へ足を運んでいただく
ため、商店街の店舗でお買い物をした際のレシートを活
用したイベントを実施します。
ウ 商店街マップの配布《通年》
転入者等にも商店街マップの配布を行うなど、年間を
通じて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《９月》
商店街の活性化の取り組みをまとめた事例集を作成し
ます。
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２

磯子まつり事業

区民・区内活動団体、区内企業等で構成する委員会が主体
となって区民まつりを開催します。区民の皆様の磯子区への
[４，２００] 愛着と一体感を醸成していきます。

＜地域振興課＞

３

「第 42 回磯子まつり」の開催《９/30》

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
[７，９８１] 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」《７～８月》
(ｲ)「いそごこどもエコフェスタ」《12/16》
イ グリーンカーテンの区内公共施設への育成支援
《５月》
ウ 環境活動リーフレットの発行《７月》
区内小学校全児童に配付
(2) ヨコハマ３Ｒ夢アップ推進事業
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 ３回（延べ 1,444 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 20 回》
ウ 乳幼児健診等での子育て世代向け啓発
《全 65 回 10 回（延べ 252 人）実施済》
エ 施設見学会《８/２》
オ リサイクル工作教室《８/１》
(3) クリーンタウン事業
ア 美化推進員による美化推進重点地区の簡易清掃及
びポイ捨て防止啓発《週３回》
イ 磯子駅・新杉田駅前周辺での清掃《各駅週２回》
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(4) 磯子のまち緑化事業
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・維
持管理《６～11 月》
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
[２，４５８] 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《18 団体》

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

５

区民スポーツ振興事
業

第６回磯子音楽祭《12 月》
第７回 ISOGO ダンスまつり《３月》
区民ホールギャラリー《通年 全 45 団体》
読書活動推進イベント《12 月》
堀割川魅力づくり活動支援
地域団体によるイベント《全４回 ８・11・１・３月》
広報活動等の支援《通年》

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
＜地域振興課＞
ア ドッヂビー体験会《通年》
イ 磯子区民輪投げ大会《３/３》
ウ 世界トライアスロンシリーズ横浜大会への従事
《５/12 実施済》
エ 横浜マラソンへの従事《10/28》
オ 区民駅伝大会等への従事《通年》
カ 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。《９地区》

[２，７００]
＜地域振興課＞
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Ⅱ ともに支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち
【14 事業

３３，１８３千円】

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。また、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。
事

７

業
名
[予算額：千円]

事

業

内

容

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
[３，５９９] 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３回 ６/10・10/14・２/10》
(2) 授乳相談《月１回》
(3) 赤ちゃん教室《10 会場 各会場月１回(８月休会)》
(4) 保育ボランティアの研修と活用
ア 研修会《全４回 ６/１・10/５・12/７・２/１》
イ 保育ボランティアの活用《通年》
(5) 出生を祝う事業 新規
磯子区の子どもの健やかな成長を願い、出生の記念とな
るアルバムを配付します。
(6）子育て支援連絡会の協働開催《全２回》
地域子育て支援拠点とともに、地域の子育てのネットワ
ークを構築するための連絡会を開催します。
(7) 子育て支援マップの配布《5,000 部》
区内の子育て情報をまとめたマップを更新・増刷しま
す。
８

親子の笑顔サポート
事業 新規 重点

不適切な養育や子育てに困難を抱える親子に対して、親子
関係が円滑になるような啓発や支援を実施します。また、子
どもと女性の生活の安全を守るために、女性福祉相談に加え
[１，７４５] て専門相談も実施します。

＜こども家庭支援課＞ (1) 「ほのぼの子育て」リーフレットの配布

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
まとめ配布します。《7,000 部 ７月以降通年》
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ﾑﾁ

(2) 「愛の鞭ゼロ作戦」リーフレット作成

新規

子どもを叩くなどの間違ったしつけが子どもの脳に悪
い影響を与えることや正しいしつけの方法について、リー
フレットを媒体として啓発します。《7,000 部 ７月以降
通年》
(3) 発達障害児地域支援ネットワーク（はっちネット）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《10/10》
イ 連絡会内部研修《11/15》
事例検討《全２回 ９/20・１/17》
ウ 関係機関（教職員）向け勉強会《８/１》
エ 発達障害の理解や支援方法を掲載した冊子を配布
《500 部》
(4) 地域で支える「親そだち・子そだち」講演会（仮）新規
社会の変化とともに養育方法が変化しているため、子育
てを支援している世代を対象に、親子の関わり方やしつけ
の方法などの講演会を実施します。《８/６》
(5) 親子のための法律相談《隔月１回》新規
子どもと女性の生活の安全を守るために、弁護士による
相談を実施します。
(6) エリア別虐待防止連絡会（モデル実施）新規
地域で生活する要保護児童や要支援児童などを支援す
るために、生活圏（中学校区）で有識者を入れて地域、関
係機関とともに課題の共有や整理を行います。
《２中学校区：岡村中学校エリア・浜中学校エリア 各３回》

児童虐待防止対策事業【こども青少年局から区配

400 千円】

(1) 児童虐待防止草の根啓発講座《全５回》
(2) 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 ３/13》
(3) 児童虐待防止のための区民向け啓発
《パネル展示 11 月、新米パパの育児教室での SBS（揺さぶられ症候群）予防啓発》
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地域子育て支援拠点「いそピヨ」事業【こども青少年局から区配 52,072 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。
＜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。

参

考

「子ども食堂」に関する支援
子ども食堂を運営するボランティア団体等に対して、区社会福祉協議会と連携し、
ネットワーク連絡会や研修会の開催などを支援しています。区としては、磯子事業会
との包括連携協定に基づき、企業からの食材の提供やボランティア協力の支援につな
げます。また、食品衛生に関する情報、活動場所の確保、チラシなどの周知の協力を
します。
（子どもの貧困対策【こども青少年局事業】からの抜粋）
「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」に基づき、困難を抱える子ども・若者、
家庭を支援につなぐ仕組みづくりや子どもの生活支援・学習支援、ひとり親家庭への
支援などを充実します。
支援につなぐための仕組みづくり〈拡充〉
(1) 地域における子どもの居場所づくりサポートモデル事業〈拡充〉
（子どもの貧困対策推進事業）
ア モデル区（磯子区 港北区）における子どもの居場所づくりに対する支援
29 年度に引き続き、いわゆる「子ども食堂」等地域の取組の創設・継続を支援す
るモデル事業を２区で実施します。
地域支援の実績のある区社会福祉協議会を相談窓口とし、新たな助成金や担い手
の確保、団体の関係づくりなどに関する活動支援を行い、地域における子ども食堂
の居場所づくりへの効果的な支援方法を検討します。
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９

保育園地域子育て事

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
業
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
[１，１８７] 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。30 年度は引き続き、民間保育園等と協力し、活動を
区内に広げていきます。
(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月以降）》
(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
貸し出し件数 全 550 件
読み聞かせ 全 190 回
イ プレパパ・プレママの保育見学・体験
《全 80 回６～３月》
ウ 出前保育《全 25 回 ６～３月》
エ 合同育児講座
民間保育施設と合同実施《全３回 ７・10・1 月》
(3) 保育園・幼稚園花いっぱい事業
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 10/15
～10/26》
ウ 種の採取及び保育園イベント参加者へ配布《随時》
エ 民間保育園等との協働による花の栽培・展示《通年》

》

《

保育資源ネットワーク事業【こども青少年局から区配

557 千円】

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。
保育職員研修事業【こども青少年局から区配

168 千円】

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 15 回（６月～12 月）》
参

考

保育所への臨床心理士派遣事業（こども青少年局）
臨床心理士を保育所に派遣し、保育所職員に対する保護者対応や支援のあり方につ
いての相談・助言を行うことで、保育所の相談機能の強化を図ります。
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10

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、
[２，５６６] 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) 出張！健康づくり応援隊《全３回、５/12(延べ 103 人)
実施済・５/27・10/21》
(2) がん検診啓発事業《全２回 パネル展①５/28～６/６②
10/２～10/12、イベント①５/31、②10/３・10/４》新規
パネル展示中に、乳がん触診・肺年齢チェックなどの体
験イベントも実施します。
(3) 保健活動推進員関連事業
ア 保健活動推進員研修《全３回 ６/８・６/14・６/22》
イ あなたのまちで健康づくり講座《通年》
ウ ウォーキング企画支援《通年》
(4) 出張栄養相談《全 12 回 ４/３(４人)・５/７（６人）
実施済、６月～３月》
(5) おかゆ講座《全６回 隔月 ４/17(21 人)実施済、６月
～２月》
(6) おいしいお話よみきかせ《全２回 ８/23・12 月》
(7) 健康情報提供・啓発事業《通年》

11

第３期磯子区地域福
祉保健計画推進事業

「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）
[６，７１８] の推進を図ります。

＜福祉保健課＞ (1) 地域の福祉保健活動の支援

ア
イ

策定・推進検討会《全２回 ８/２・２月》
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・87 事業》
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３回 ６/19・６/26・７/３》
エ 地域支えあい事業訪問員研修会《３月》
-8-

(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（４・８・12 月除く毎月）》
12

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
め、設定したルートに駅や施設からの距離がわかる行先表示
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
[２，０００] くなる道”を整備します。
また、区民からの要望のある箇所にお休みベンチの設置や
＜土木事務所＞ 補修を行います。
(1) 実施時期
ア わくわくルート
(ｱ) ルート選定《４～９月》
(ｲ) 設置場所の検討・調整《10～11 月》
(ｳ) 行先表示標・ベンチ等の購入・設置《12～１月》
イ 区民要望箇所
(ｱ) 設置予定箇所の調査・選定《４～６月》
(ｲ) 設置箇所の決定・報告《７月》
(ｳ) ベンチ設置《８～10 月》
(2) 設置内訳
ア 行先表示標《８枚》
イ ベンチ《10 基》

13

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
[１，７１１] 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。
(1) 認知症普及啓発
ア 認知症サポーター養成講座《通年》
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》
ウ 磯子区徘徊高齢者あんしんネットワーク連絡会
《12 月》
エ 磯子なつかしカルタ作成《１月》新規
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(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《25 回 通年 1 回開催》
イ 区レベル地域ケア会議《12 月》
(3) 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)ポスター作成及びＤ
ＶＤ増版《11 月》
磯子区版エンディングノート推進事業【健康福祉局から区配 350 千円】
区民一人ひとりが自らの意思で自身の生き方を選択し、これまでの人生を振り返り、
これからの生き方を考えるきっかけとするため、活用講座等により磯子区版エンディン
グノートを普及します。《通年》
元気づくりステーション事業【健康福祉局から区配

1,100 千円】

身近な場所で高齢者が主体的・継続的に介護予防に取り組むグループ活動「元気づく
りステーション」の活動を促進するよう支援します。《継続 22 か所 新規 1 か所》

14

障害者地域生活サポ
ート事業

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
[６０５] 害理解の促進に向けた区民向け啓発事業として、区民向け普
及啓発イベントを行います。

＜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 ４～５月２回実施済、６～３月（８月除く）》
イ 自殺予防週間パネル展《９月》
ウ 障害者週間パネル展《12/３～12/７》
エ 障害理解の促進に向けた普及啓発イベント《12 月》
(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》
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15

生活困窮相談支援事
業

生活困窮者相談支援事業をより効果的に展開するために、
庁内外関係機関の支援者向けに実践的講習会を開催すると
ともに、区民向けに相談窓口の案内を記載した事業 PR カー
[３２０] ドの配布を継続します。
また、29 年度に作成した社会参加促進の手引きを活用し、
＜生活支援課＞ 社会的ひきこもり等の相談者のニーズと区内の身近な社会
参加活動のマッチングを進め、個別支援を充実させます。
(1) 実践的講習開催事業 《10・２月》
(2) 事業ＰＲカード配布事業
昨年度配布先への補充と確認《約 200 か所

磯子区寄り添い型学習支援事業【健康福祉局から区配

通年》

13,512 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。《区内３か所（「横浜市社会教育コーナー」「洋光台地域ケ
アプラザ」「新杉田交流スペース」 定員計 70 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についても行います。
16

自治会町内会振興事
業

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
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
表すとともに、行政と地域との信頼関係を深めます。

[４，２６０]
(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 《全９回（１コース３回×３）》
エ 広報講習会 《全９回（１コース３回×３）》
オ 区連会資料の配送委託《随時》
(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》
(4) 掲示板設置等補助事業《５～10 月》
17

「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
[１，２１４] 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
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＞
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(1) 活動参加促進事業
ア 担い手育成講座・入門編《１コース５回 10～11 月》
イ 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《全２回 ７・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《全２回 ８・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《６/16》
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》
(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

2,485 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。《３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》
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。《実施時期：９～12 月、実施回数：７回、参加者：30 人》
- 12 -

18

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

生活相談
月・水・金曜日 午前 10 時から午後１時 30 分まで
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 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》
(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４回 １～３月》
(3) 国際交流推進イベント
磯子まつりにおいてアフリカ開発会議関連イベントを
実施《９/30》
19

青少年育成活動助成
学校・家庭・地域が連携した青少年健全育成のさらなる推
事業
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進めます。
[４，６００]
(1) 磯子区青少年育成協議会への活動支援
＜地域振興課＞
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 青少年健全育成事業（出前授業）
《小・中学校各１校》
(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《８/１》
ウ 第６回磯子区紙ヒコーキ大会《９/22》
エ いそごこどもまつり 2018《11/18》
(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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地域ユースプラザ事業【区局連携促進事業

11,108 千円】

地域ユースプラザは、青少年相談センターの支所的機能を有し、ひきこもり等の思春
期・青年期問題の第一次的な総合相談や自立に向けた青少年の居場所を運営するほか、
地域に密着した活動を行うことを目的として、市内方面別４か所で開設しています。
ひきこもり等の若者を適切な支援につなげるためには、地域ユースプラザと区役所の
連携を強化し、一体となって自立支援・就労支援に取り組むことが必要であることから、
南部ユースプラザが磯子区役所近隣ビルに６月１日に移転します。

20

磯子らくらく買い物
支援モデル事業

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。《モデル実施 １地区》

＜区政推進課＞
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Ⅲ

安全・安心で住みやすいまち
【６事業 １７，９２４千円】

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。
事

業
名
[予算額：千円]

事

業

内

容

21

地域と一緒につくる
子育て世代に対する自助・共助の啓発・促進を目的とした
安全安心まちづくり事 防災講座の開催や啓発用リーフレットの作成を行います。ま
業 重点
た、地域防災拠点単位の防災マップの作成･配付や地域が主
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
[１０，６７１] るボランティア団体の活動支援等を行います。
＜総務課＞ (1) 地域の自助・共助強化事業

子育て世代に対する自助・共助の啓発・促進
＜高齢・障害支援課＞
(ｱ) 地域子育て支援拠点「いそピヨ」での防災講座
＜生活衛生課＞
《全８回》
(ｲ) 防災啓発用リーフレット等の作成（１月） 新規
イ 地域防災拠点防災マップの作成（９月）・配付
《14 拠点》
災害時に危険な箇所や道路状況の確認、情報収集に役
立つ地域防災拠点を単位とした防災マップを作成・配付
し、防災訓練等での活用を支援します。なお、30 年度で
全拠点のマップが完成します。
ウ 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》
エ 要援護者支援促進事業
協定の締結、名簿の作成等《133 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 地域防災拠点の支援
(ｱ) 地域防災拠点訓練の支援《22 拠点 １～３月》
(ｲ) 拠点備蓄資機材の拡充《21 拠点》
ウ 拠点運営委員向けの講習会《全２回 ９・11 月》
＜福祉保健課＞

ア
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(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 ８/27～９/３・１/15～１/18》
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３回 ７月・11/10・11/18》
イ 関係機関等による情報受伝達訓練
《全６回 ４/19 実施済、６・８・10・12・２月》
(6) 区災害対策本部運営強化事業
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等を実施
《全３回 ５/31・９・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を実施
《延べ２回 10 月》
ウ 区本部備蓄物品の拡充
(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 部印刷 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 地域防災拠点でのペット同行避難場所の設置支援
《通年》
エ 災害時ペット対策の講習会《９月》
緊急時情報システム運用試行事業【区局連携促進事業

670 千円】

自治会町内会長等に、風水害等の発災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 29 年度から３年間の試行運用として開始してい
ます。引き続き、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。
磯子区総合庁舎における浸水対策の強化【区局連携促進事業
※総事業費

61,917 千円】
74,458 千円

夜間や休日など地震が発生した直後、職員が参集する前に津波が発生した場合に、区
災害対策本部機能を維持するため、現行に比べより迅速に設置が可能な防潮設備を設置
します。
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22

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
[２，５６５] 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 31 園（通年） ４～５月 10 園実施済》
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 ６～11 月》
ウ 高齢者を対象とした交通安全指導
(ｱ) 研修会《７/６》
(ｲ) 参加体験型交通安全教室《10/22》
(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 ４/10 実施済、７・９・
12 月》
イ 強化月間キャンペーン《全４回 ５・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。
駅周辺安全確保事業【道路局から区配

5,800 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。
(1) 新杉田駅、京急杉田駅周辺《各 150 日》
(2) 根岸駅、磯子駅《各 51 日》
(3) 洋光台駅《103 日》
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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。

[９５１] (1) 防犯活動支援事業
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
ロールなどの活動を支援します。防犯パトロール物品（ベ
スト、腕章、のぼり旗等）を提供します。《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

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 安全安心メールの配信
区内の犯罪発生情報等を、登録していただいたメール
アドレスに配信します。《随時》
エ 防犯啓発キャンペーン《区内主要駅前等 月１回》
警察、防犯協会と合同で、啓発グッズ等を配布し防犯
意識の啓発を行います。
(2) 安全・安心まちづくり推進協議会運営
磯子警察署や区内の防犯及び交通安全関係機関・団体と
連携した活動を進めます。
ア 安全・安心まちづくり推進協議会《６/４》
イ 安全・安心まちづくり功労者表彰《６/４》
(3) 中学生ポスターコンクールの実施及び表彰
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。《７～10 月》
(4) 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》
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
[７１０] 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）》
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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《６/26》
イ こども消費生活セミナー《８月》
ウ 得トク生活フェスタ《11/３》
エ 磯子くらしのセミナー《12 月》
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）《10/18》
イ 合同会議（推進員の地域間連携の向上を目的）
《全２回 ８/28・２月》
ウ 地区代表者会議《全 11 回（通年）２回（延べ 24 人）
実施済》
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
い情報を発信します。

[５２７]
(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 ６～２月》
イ 弁当屋《全２施設 ６～２月》
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《７月》
イ 感染症対策指導者養成研修会
《全４回 ９月》
(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》
イ イベントにおける食中毒予防講習会
《全４回 ６・８月》
ウ 配食サービス、こども食堂等における食中毒予防講習
会《全２回 11 月》
エ 食中毒・衛生害虫・災害時ペット対策・薬物乱用のパ
ネル展《全４回 ５/14～５/20 実施済、７・９・10 月》
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オ 広報よこはまにて食中毒予防に関する啓発《６月》
(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 部配布》
イ 適正・終生飼育講演会《10 月》、長寿犬表彰《11 月》
(6) 猫の適正飼育支援（猫侵入防止機器の貸出し）《通年》
26

杉田駅・新杉田駅周
辺地区バリアフリー基
本構想に基づく案内サ
インの整備事業

杉田駅・新杉田駅周辺地区内の各特定事業者が設置した案
内サインを補完することを目的に、区役所が整備することと
なっている総合案内サインを京急杉田駅側に設置します。
※ＪＲ新杉田駅側へは 28 年度に設置済み。

[２，５００] (1) 現地調査及び設置場所の確定《９月》
(2) 屋外広告物条例等の手続《12 月》
＜区政推進課＞ (3) 総合案内サインの設置《１月》
空家対策モデル検証事業【区局連携促進事業

7,500 千円（他区分含む）】
※総事業費 10,156 千円

空家活用の他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。

磯子駅前再編整備に関する検討【区局連携促進事業

4,000 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、29 年度に行った交通量調査及び課題
整理を踏まえ、駅前再編整備に関する検討を行います。
(1) 現状課題の対応方策検討《10 月》
(2) 駅前広場の再編構想図作成《１月》
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Ⅳ

おもてなしの心による区民サービス
【５事業 ２３，１０７千円】

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し、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

27

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
[２，９３６] 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《６～８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。
イ 応対力向上研修《８～９月》
窓口応対に役立つ知識を習得し、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《５～６月》
エ 人権啓発研修《通年》、人権啓発講演会の開催《12 月》
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
高齢者や外国人に配慮した案内表示の設置《３月》
28

広報相談事業

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

[７，３７０]
(1) 区民生活マップの改訂版発行及び転入者等への配布
＜総務課＞
《３月 15,000 部》
＜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《10 月 1,500 部》
(3) 弁護士、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》
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29

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。

[１０，２７１]
(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
(2) 紙面アンケート《毎月》
30

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
[２，０３０] 整及び各種事業の評価・検証等を実施します。

＜区政推進課＞ (1) 運営方針の策定、周知《５月実施済》

(2) 事業評価委員会《全３回 ６・10・３月》
(3) 区の魅力発信（工場見学会《８月》新規）
31

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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磯子区に係る予算のすがた（平成 30 年度一般会計予算）
平成 30 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 4.5%を占めています。
これは、磯子区民 16 万 6,515 人（平成 30 年５月１日時点）の一人当たりに換算する
と、約 5 万 5,250 円となります。

【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 億円
磯子区の予算の 8.7％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 53 億円
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 57.7％におよびます。
主なものは次のとおりです。
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・「身近なまちづくり」・・・・約 9 億 1,000 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 9.8％を占めています。
・「子育て支援」・・・約 7 億 7,000 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 2,000 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 億円
磯子区予算のうち 33.6％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。
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主 な 事 業 内 容
分類

個性ある区づくり推進費
自主企画事業費
（温暖化対策プラス・環境未来
都市含む）
一般管理費
区配付予算

（単位：百万円）
説明

予算

803
98

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に応じて編成・執行する
予算です。

706

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用施設の管
理運営に係る経費です。

5,335

区行政運営

区の裁量や創意工夫に基づき自律編成する予算

419

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。）

賦課徴収費

74

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めの経費な
どです。

広報費

14

「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。

統計調査費

10

各種統計調査を行うための経費です。

321

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す。

身近なまちづくり

907

（土木事務所が執行する予算です。）

道路修繕費等

712

道路の修繕や交通安全施設の整備・補修などを行います。

その他

河川維持管理費等

下水道事業（※参考）
公園管理費等
子育て支援

33

*下水道事業を含む

1,042

百万円

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。

(135) 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。
161

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。

766

（福祉保健センター等が執行する予算です。）

民間保育所運営

27

市立保育所運営

250

横浜保育室助成

0

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

318

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です。

その他

171

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。

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

（福祉保健センターが執行する予算です。）

2,894

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。
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。

23
326
118

高齢者福祉

29
179
3,102
3,102

人件費
職員人件費
合

計

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。

2,917

障害者福祉

その他

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。

9,240

（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。

総務局人事部労務課公表「平成29年度職員人件費予算の目安」より

（※） 下 水 道 事 業 を 含 む

9,375

百万円

※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。
（現時点では区への配付額が未定のため、区へ配付する予定額を１８区均等配分し
たものや按分したものも含まれています）
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