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　令和2年3月までに第3期計画の振り返りを行い、とつかハートプラン策定・推進委員会での議論、検討
部会での検討、区民意識調査、戸塚区の特性や課題、社会情勢の変化等を踏まえて、骨子を作成しました。
　骨子をもとに、検討を重ね、素案を作成したのち、より多くの区民や団体からのご意見をいただくため、
区民や各種団体への説明や区民意見募集の実施など、様々な手法で広く意見を募集し、策定の参考にさせて
いただきました。
　原案の公表後のとつかハートプラン策定・推進委員会での確認を経て、令和3年3月に区計画の原案が確
定し、9月に地区別計画と合わせて、第4期計画全体が確定しました。

～令和2年3月　第4期ハートプランの方向性・骨子案の検討

とつかハートプラン策定・推進委員会および検討部会での議論
関係団体、関係機関へのヒアリング

▼
令和2年3月　骨子の確定・公表　

とつかハートプラン策定・推進委員会での報告
関係団体、関係機関を通じ公表

▼
令和2年11月　素案の公表

とつかハートプラン策定・推進委員会で報告
区民意見募集の実施　→　214の個人・団体から274件のご意見（詳細次頁）

▼

令和3年3月　原案の確定・公表

▼

令和3年9月　確定・公表

計画の策定経過
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区民意見募集の実施状況

素案の内容について、次のとおり区民意見募集を実施しました。

【実施期間】　令和2年11月25日から令和3年1月8日まで
【周知方法】　素案冊子及び概要版の配布・閲覧・説明等
【実施結果】　
（1）　提出件数
 214の個人・団体より、274件の意見

基本目標 意見数
基本目標1　「支えあいと助けあいのあるまち」 84
基本目標2　「みんながふれあう場のあるまち」 48
基本目標3　「安心・安全・人にやさしいまち」 39
基本目標4　「いつまでも元気で健やかに暮らせるまち」 68
その他 35

合計　複数回答可 274

（2）　いただいた主なご意見
● あいさつ、声かけ、近所づきあいなど、普段からできることをしていく中で、地域で見守ること、身近なところでの
つながりづくりをしていくことが大切。（基本目標１に関連）

● 個人や地域の強みを生かして、子どもを中心とした多くの世代の人が気軽に集える居場所や機会をつくっていくこと
が大切。また、仲間づくりを進めていく中で、様々な人や団体が連携を強めていくことも重要。（基本目標２に関連）

● 災害時などの有事の際に、助け合えるような関係になるためには、普段から声かけを行ったりしながら、地域におけ
る共助の意識を高めることが大切。（基本目標３に関連）

● 子ども、高齢者、障害者なども含め、地域の中で誰もが孤立することなく、安心して暮らしていけるように、日頃か
ら関係づくりを進めていくことが重要。（基本目標３に関連）

● 公園や町内の身近な地域の場で、子どもから高齢者まで、散策や体操をしたり、楽しく気軽に参加できる健康づくり
の機会が大切。（基本目標４に関連）

● ハートプランやこころんをより多くの人に知ってもらうことが必要。周知については、これまでのやり方に加え、知っ
ている人が、まだ知らない人に伝えていくようなやり方も必要なのでは。（その他）

● コロナ禍を踏まえて、どの様な支援が必要か、具体的に考えていく必要があるのでは。コロナとの共生になると思わ
れるので、活動を継続していくためのヒントを示されると良いのではないか。（その他）

（3）　いただいたご意見への対応状況

分類 対応状況 意見数

修正 素案を変更する際に、ご意見の趣旨を参考としたもの 2

参考 今後の事業・取組の参考とさせていただくもの 270

その他 その他 2

合計 274
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94　とつかハートプラン策定・推進委員会

とつかハートプラン策定・推進委員会

氏名 団体・組織名称

相澤　稔 戸塚区連合町内会自治会連絡会 会長（上矢部地区連合町内会 会長）

有賀　美由紀 公益財団法人 横浜市体育協会（横浜市戸塚スポーツセンター 所長）

上田　桂子 区社協ボランティア分科会 代表（小田急助け合い すみれ会 代表）

梅田　巌
（令和3年4月から） 戸塚区小学校長会 会長（横浜市立上矢部小学校 校長）

後藤　直樹
（令和3年3月まで） 戸塚区小学校長会 会長（横浜市立南戸塚小学校 校長）

悦田　浩邦 戸塚区医師会 会長（下倉田ハートクリニック 院長）

榎田　卓央
（令和3年4月から） 戸塚区中学校長会 会長（横浜市立深谷中学校 校長）

阿部　亮一
（令和3年3月まで） 戸塚区中学校長会 会長（横浜市立平戸中学校 校長）

大副　祥一
（令和3年6月から）

社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会 会長
有賀　美代
（令和3年6月まで）

小川　勉 区社協地区社協分科会 代表（北汲沢地区社会福祉協議会 会長）

小倉　徹 区社協専門機関部会 部会長（特別養護老人ホーム 松みどりホーム 施設長）

落合　清子 戸塚区保健活動推進員会 会長（北汲沢地区保健活動推進員会 会長）

佐藤　麻子 戸塚区地域ケアプラザ連絡会（上倉田地域ケアプラザ 所長）

添田　守男 株式会社タウンニュース社 横浜南支社 支社長 兼 戸塚区編集室 編集長

立花　千恵 戸塚区福祉保健センター担当部長

露木　光夫 戸塚区民生委員児童委員協議会 会長（大正西地区民生委員児童委員協議会 会長）

中嶋　伴子 とつか区民活動センター長

中瀬　明徳 戸塚区地域自立支援協議会（東戸塚地域活動ホーム ひかり 施設長）

福本　雅美 戸塚区地域子育て支援拠点「とっとの芽」施設長

安井　一美 戸塚区主任児童委員連絡会 代表（下倉田地区主任児童委員）

山田　純子 区社協市民活動推進分科会 代表（東戸塚地区配食サービスの会「にこにこネットワーク」代表）

米山　かおる 戸塚区食生活等改善推進員会 会長

20団体・組織（50音）

【とつかハートプラン策定・推進委員会】
第４期とつかハートプランの取組状況の確認や今後の方向性に関して、区計画に関係する機関の代表者と意見
交換を行い、福祉保健の一体的な推進を進めます。

委員名簿



  関係機関一覧

名称 電話番号 FAX番号

ケアプラザ

上矢部地域ケアプラザ 045-811-2442 045-811-2499

東戸塚地域ケアプラザ 045-826-0925 045-824-8615

上倉田地域ケアプラザ 045-865-5700 045-865-5711

汲沢地域ケアプラザ 045-861-1727 045-861-3428

平戸地域ケアプラザ 045-825-3462 045-825-3464

原宿地域ケアプラザ 045-854-2291 045-854-2299

舞岡柏尾地域ケアプラザ 045-827-0371 045-827-0375

南戸塚地域ケアプラザ 045-865-5960 045-860-0554

下倉田地域ケアプラザ 045-866-2020 045-860-0200

名瀬地域ケアプラザ 045-815-2011 045-815-2014

深谷俣野地域ケアプラザ 045-851-0121 045-851-0122

区社協

戸塚区社会福祉協議会 045-866-8434

045-862-5890
あんしんセンター 045-869-3139

とつかボランティアセンター 045-866-8483

戸塚区移動情報センター 045-862-5091

区役所

総務課 045-866-8305 045-881-0241

区政推進課 045-866-8321 045-862-3054

地域振興課 045-866-8411 045-864-1933

福祉保健課 045-866-8418 045-865-3963

高齢・障害支援課 045-866-8429 045-881-1755

こども家庭支援課 045-866-8466 045-866-8473

生活支援課 045-866-8431 045-866-2683

関係機関

戸塚区地域子育て支援拠点「とっとの芽」 045-820-2885 045-825-6885

戸塚区基幹相談支援センター（東戸塚地域活動ホーム ひかり） 045-828-2821 045-825-3199

戸塚区生活支援センター 045-350-5291 045-390-0850

とつか区民活動センター 045-825-6773 045-825-6774
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第4期とつかハートプラン（戸塚区地域福祉保健計画）

事務局・お問合せ先

横浜市戸塚区役所 福祉保健課 事業企画担当
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17

TEL 045-866-8424
FAX 045-865-3963

Eメール: to-tihukuho@city.yokohama.jp

社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町167-25

TEL 045-866-8434
FAX 045-862-5890

Eメール: info@totsukashakyo.com

令和3年9月発行


