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令 和 ４ 年 度 予 算 概 要



資料１

１　予算編成の基本的な考え方

２　戸塚区予算総括表

特定財源

自主企画事業費　 104,858 104,110 748 104,309 549 0.5%

統合事務事業費 55,607 54,146 1,461 55,640 ▲ 33 ▲ 0.1%

0.1%

統合事業費 24,145

令和４年度個性ある区づくり推進費  戸塚区予算案

～こころ豊かに　つながる笑顔　元気なとつか～

(単位：千円)

区　分
R4予算額

（A）
R3予算額

（B）
増減

（C=A-B）
増減率
（C/B)一般財源

22,849 1,296 24,208 ▲ 63 ▲ 0.3%

統合事務費 31,462 31,297 165 31,432 30

▲ 0.0%

   合 計 723,511 700,364 23,147 723,192 319 0.0%

区庁舎・区民利用施設管理費 563,046 542,108 20,938 563,243 ▲ 197

戸塚区は、自然や歴史の魅力に加え、文化・スポーツが盛んで、にぎわいのあるまちで

す。暮らし・学び・働き・訪れる、とつかに関わるすべての人が、人とのつながりを大切

にして、こころ豊かに、いっそう元気で笑顔あふれるまちを目指します。

新型コロナウイルス感染症対策や生活、経済への影響に対し、一層力を入れて取り組む

とともに、気候変動の影響により激甚化する風水害や大地震に対する減災・防災の取組な

ど、区民の皆様の安全・安心と活力をお守りするため全力を挙げて取り組みます。

デジタル化の加速化や環境分野の取組により、ライフスタイルや価値観の変化が進むな

ど、戸塚区を取り巻く状況は大きく変化しています。区民の皆様、団体、企業や大学など、

多様な主体に真摯に向き合い、協働して、“とつからしさ”や“とつかの魅力”を事業に

反映するとともに、誰一人取り残すことなく、多様化するニーズにきめ細かく対応してい

くため、事務事業の見直しを徹底し、オール戸塚で柔軟かつ力強い取組を進めます。

＜戸塚区予算編成の基本施策＞

１ 人と人とがつながるまちづくり

２ 安全・安心を実感できるまちづくり

３ 誰もが自分らしく健やかに暮らせるまちづくり

４ 活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

５ 区民に信頼され親しまれる区役所づくり
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３　５つの施策別事業費

1

4
活気に満ちた魅力
あふれるまちづくり

21,129 18,294 2,835

5
区民に信頼され親
しまれる区役所づく
り

8,635 8,046 589

2
安全・安心を実感
できるまちづくり

26,030 26,941 ▲ 911

3
誰もが自分らしく健
やかに暮らせるま
ちづくり

30,099 32,065 ▲ 1,966

施　　　策
R4

予算額
R3

予算額
増減 主な増理由 主な減理由

104,858 104,309 549合　　　計

・オリンピック・パラリンピック競
技体験事業（500）

・災害時停電対策用給電装
置（1,122）

・防災啓発物品の見直し
（▲600）

・風水害用資器材の見直し
（▲550）

・県補助金を活用した特殊詐
欺撲滅啓発事業の啓発方法
の見直し（▲800）

(単位：千円)

人と人とがつながる
まちづくり

18,965 18,963 2

・見守りに関する意向調査（ひ
とり暮らし高齢者対象）
（1,304）

・第４期とつかハートプラン
（戸塚区地域福祉保健計画）
策定完了（▲3,144）

・第４期とつかハートプラン推
進に向けた地域支援調査研
究（1,240）

・啓発事業の見直し（運動啓
発、ウォーキングマップ、災害
時口腔ケア）（▲1,512）

・地域ケアプラザ相談業務の
オンライン化検討（475）

・事業の局予算化（寄り添い
型生活支援事業送迎費、子
ども・家庭支援相談）（▲490）

・パラスポーツを通した障害理
解の促進（455）

・区内商業施設等への広報
印刷物配送委託（300）

・庁舎案内業務の精査
（▲200）

・区庁舎Wi-Fi運用経費
（800）

・区庁舎改修箇所の精査
（▲226）

・歴史を生かしたまちづくり事
業業務委託（1,140）

・ストリートライブの委託内容
見直し（電子広報媒体の活用
など）（▲700）

・民生委員活動支援（590）

・「花の小道」事業の対象校
拡充（468）

・北海道下川町との連携によ
る市立戸塚高校での環境教
育の推進（1,000）

・トップスポーツチーム応援事
業の見直し（周知方法の効率
化など）（▲609）

・第２交通広場（戸塚区総合
庁舎１階）サイン改修案策定
（935）

・ものづくり自慢展の会場開
催化等に伴う増（650）
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資料２

風水害や大地震に対する減災・防災の取組

区民の皆様や地域とのつながりを強化するためのデジタル化を推進する取組

地球温暖化対策などかけがえのない環境を未来につなぐための取組

1

・

・

・

ICT 地域振興課

2

・

・

・

・

地域振興課

新型コロナウイルス感染症により多様化した生活や経済へのニーズへの取組
（各事業における基本的な感染対策（３密回避、消毒等）は除く）

前年度予算

①とつか区民の夢プロジェクト補助金事業【1,550】

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

3,664

①仕分け配送業務【2,370】

【単位：千円】

3,686

②読書活動推進事業【500】

124

③加入促進費【50】

◆令和４年度　自主企画事業費　事業別説明書

自治会町内会長感謝会及び自治会町
内会長永年在職者の表彰（令和５年
３月）

自治会町内会への加入促進のため、
区内転入者へのチラシ配布など、引
き続き効果的なＰＲ活動を実施

自治会町内会連絡調
整事業

前年度予算

②自治会町内会長感謝会【1,244】

行政から自治会町内会へ情報提供（資料の仕分け及び配送）を実施

R4予算

▲ 22

１　人と人とがつながるまちづくり（１）

区内で活動する団体が行う、地域の魅力づくり・課題解決に繋がる
活動に対する補助

区民の皆様の読書活動推進を図るため、図書館、学校等と連携した
講座の実施やイベント等の開催
［令和３年度実績：読書講演会（11/12）、読書パネル展開催］

とつか区民活動センターと戸塚区総合庁
舎３階の情報コーナーを運営受託団体と
協働で運営

増減

9,057

区民活動支援事業

［令和３年度実績：とつか区民活動センター主催９回、
　　　　　　　　　他連携施設主催７回（12月末現在）］

区民活動の後方支援や団体・個人間の
ネットワーク化、地域コミュニティ構築
を推進するため、各区民利用施設と連携
したＩＣＴ講座（地域活動に役立つ初め
てのスマホ講座、Zoom講座など）を展開

R4予算

　【7,007】

増減

　令和４年度自主企画事業では、“とつからしさ”や“とつかの魅力”を生かした事業を進める
とともに、デジタルや環境にも目を向けながら、新型コロナウイルス感染症が続くことを前提と
した対策や減災・防災など、区民の皆様の安全・安心と活力をお守りするための取組を全力で進
めるため、４つの視点を横断的な柱として予算案を編成しました。

8,933

③とつか区民活動センター運営事業

脱炭素・環境

減災・防災

withコロナ

デジタル

【自治会町内会活動パネル展

（平成30年度の様子）】

デジタル

【地域活動に役立つ初めてのスマホ講座

（とつか区民活動センター）】
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3

・

地域振興課

4

・

区政推進課

5

・

・

地域振興課

実施内容   ※【 】内は予算額事業名等

4,010

戸塚区民まつり事業

②柏尾川周辺の環境整備【210】

増減

前年度予算

青少年健全育成事業

前年度予算 1,060

R4予算

増減

0

4,010

0

1,060

とつか地域づくり支
援事業

「地域の居場所」運営の支援【1,174】

R4予算

①戸塚区民まつり事業【3,800】

1,174R4予算

区民の憩いの場を演出するため、桜の開
花時期に合わせて柏尾川周辺のぼんぼり
点灯を実施（令和５年３月）

▲ 100

地域で区民が主体となり、交流し、
助け合いながらより良いまちづくり
を行っていくことを目的とした、居
場所の運営に対する補助（デジタル
を活用した取組も補助対象に追加）

【単位：千円】

地域で育む青少年健全育成事業【1,060】

青少年の健全育成を目的として、地
域性を生かした自主活動を行う団体
が実施する事業に対する補助

１　人と人とがつながるまちづくり（２）

ふるさと意識の醸成等を目的に、実
行委員会と区が協働で企画運営する
「戸塚ふれあい区民まつり」及び
「戸塚ふれあい文化祭」に対する補
助（11月）

前年度予算 1,274

増減

【空家を活用した地域の居場所】
デジタル

【戸塚ふれあい区民まつり

（令和元年度の様子）】

withコロナ

【舞岡川鯉のぼりフェスタ（補助事業の一例）】
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6

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

総務課・福祉保健課

7

・

地域振興課

防災・減災意識の啓発のため、「防災・区民マップ」等を配布
［令和３年度実績：10,000部発行］

「災害に強いまちと
つか」に向けた防
災・減災強化事業

R4予算

区本部と地域防災拠点等の円滑な連絡体制の確立のため、タブレッ
ト端末を活用

マンションにおける自助・共助の推進のため、マンション管理組合
やマンション自治会向けにマンション防災の出前講座、集合研修を
実施（出前講座：６～３月、20回、集合研修：10月）

震災時における地域防災拠点の対応力強化のため、地域防災拠点の
訓練への支援や資機材を購入

青少年防災対応力強化事業【415】

①防災・減災啓発の実施【3,736】

②区本部体制の整備【2,353】

土砂災害、浸水災害等の対策を強化するため、資機材を購入

⑥災害時停電対策【1,122】〈新規〉

災害時の停電対策として、在宅医療等で区民が必要とする電源を柔
軟に提供するため、可搬式の給電装置を導入（ガス式発電機６台ほ
か）

２　安全・安心を実感できるまちづくり（１）

④とつか減災フェアの開催【2,100】

自助・共助の意識を高めるため、防災・減災啓発イベント「とつか
減災フェア」を開催（令和５年２月）

⑤土砂・浸水災害等対策【130】

12,394

③地域防災拠点等の対応力強化【2,080】

12,510前年度予算 区本部体制の整備のため、通信機能の確保や資機材を配備

▲ 116

地域の防災活動を支援し、防災訓練や自助・共助の取組の充実を図
るため、地域防災拠点運営委員会や自治会町内会等に地域防災アド
バイザーを派遣（６～３月、30回）

災害医療体制を強化するため、医療機関等が参加する災害医療連絡
会議や訓練を行うとともに医療救護隊資機材を更新

⑦災害医療体制整備事業【873】

青少年健全育成事業
（防災力強化）

事業名等

中学生、高校生の災害時の対応力強
化のため、心肺蘇生や応急給水栓、
炊き出し等の災害対応に関する体験
型研修を実施（11月）

前年度予算

増減

▲ 90

R4予算

【単位：千円】

実施内容   ※【 】内は予算額

505

415

増減

【マンション防災講座

（集合研修）】

【戸塚駅地下施設

浸水対策訓練】

withコロナ

デジタル

減災・防災

減災・防災

【模擬がれき救出訓練】

減災・防災
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8

・

・

・

・

・

・

・

・

・

地域振興課

9

・

・

・

・

・

・

地域振興課

③子ども安全推進事業【1,205】

安全教育及び防犯対策のため、新小学１年生を対象に防犯ブザーを
配布（４月）

【単位：千円】

5,815

交通安全・放置自転
車対策事業

地域での自主防犯活動団体に対する補助

区内各小学校のスクールゾーン安全対策
協議会に対する補助

スクールゾーンの路面表示等の設置及び
補修

区内の各種イベントとあわせて防犯啓発活動を展開

①スクールゾーン対策【4,646】

２　安全・安心を実感できるまちづくり（２）

地域防犯活動拠点の設置推進のため、青色回転灯や看板プレートを
提供

犬の散歩時に防犯パトロールを兼ねる「わんわんパトロール隊」の
普及のために、腕章等を提供
［令和３年度実績：累計登録者数767人（12月末現在）］

増減 ▲ 630

前年度予算

R4予算

子ども110番の家プレートの提供

④戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【120】

③放置自転車対策事業【347】

戸塚駅・東戸塚駅周辺の自転車等放置禁止区域にて警告札等を使用
した注意喚起を実施

放置自転車クリーンキャンペーンの実施（10月）

実施内容   ※【 】内は予算額

防犯力強化事業 ①特殊詐欺撲滅啓発事業【700】

交通安全の啓発のため、定期的な交通安
全啓発キャンペーンの実施や、子ども・
高齢者等を対象とした交通安全教室の開
催、新小学１年生へのランドセルカバー
の配布（４月）

小学生の交通安全意識の向上を目的とし
て、標語を募集し、横断幕等を作成
（６～９月）〈新規〉

増減

前年度予算

②交通安全啓発活動【1,060】

事業名等

4,715

戸塚警察署や防犯協会等と連携・協働し、戸塚駅・東戸塚駅で、防
犯啓発キャンペーンを実施（年12回）

②地域の防犯活動応援事業【2,060】

小学生を対象に防犯標語を募集し、のぼり旗を区内に設置（６～９
月）

特殊詐欺への対策のため、県補助金を活用し、迷惑電話防止機能付
き電話機の購入に対して補助（補助上限額5,000円×100台）
〈新規〉

R4予算

238

4,085

6,053

【防犯キャンペーン

（令和元年度の様子）】

【年末の交通事故防止キャンペーン】

【スクールゾーンの路面表示】
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10

・

・

・

地域振興課

11

・

・

・

・

・

・

・

・

生活衛生課

1,133R4予算

ハチによる刺傷事故防止や蚊の媒介
感染症予防の啓発のために、パネル
展等を実施（５月）

ハチの巣に関する相談に対応し、駆
除機材を貸出

食品衛生法の改正内容について、営業者向けにわかりやすく情報を
提供

地域猫活動の啓発とともに、ボラン
ティアと連携して飼い主のいない猫
の不妊去勢手術等を推進

増減 ▲ 200 ②緊急的課題等への対応【600】

食と暮らしの安全・
安心応援事業

誰もが安全・安心に
利用できる区民利用
施設環境整備事業

前年度予算 2,150

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

①区民利用施設環境改善・機能強化【1,350】

区民利用施設のバリアフリー化のため、戸塚区バリアフリー基本構
想に基づき、点字ブロックの塗装等を実施

【単位：千円】

２　安全・安心を実感できるまちづくり（３）

R4予算 1,950

②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【624】

①食中毒・感染症・薬物乱用防止等対策事業【509】

事故、台風被害、感染症対策等の
緊急課題に迅速に対応

地区センターの施設照明のＬＥＤ
化を順次実施

テイクアウト等を開始した飲食店や利用する市民に向けて、食中毒
予防啓発の実施

食中毒・感染症予防・薬物乱用防止の啓発のために、パネル展等を
実施（７月）増減

前年度予算

▲ 113

1,246

ペットの飼い主に向けた災害時への
備えの啓発のために、区民広間や地
域防災拠点でのパネル展等を実施
（10～２月）

飼い犬の適正飼育推進のために、啓
発プレートを作成、配布

【地域猫活動支援チラシ】

【東戸塚地区センターの点字ブロック】

減災・防災

脱炭素・環境

【食中毒予防パネル展】

7
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福祉保健課

①健康づくり事業【1,104】

とつかハートプランの普及啓発のためのマスコットやキャラクター
を活用した横断幕やのぼり旗の掲出等（横断幕掲出：11月）

パラスポーツを通した障害理解の促進〈新規〉

②普及啓発事業【547】

▲ 1,386

オーラルフレイルの予防啓発のための講話の実施〈新規〉

事業名等

【単位：千円】

「とつかハートプラン策定・推進委員会」の開催（年２回）

３　誰もが自分らしく健やかに暮らせるまちづくり（１）

①取組推進事業【3,930】

地区別計画推進委員会の開催支援

実施内容   ※【 】内は予算額

とつかハートプラン
（戸塚区地域福祉保
健計画）推進事業

増減

遠方の家族を含めた相談や申請書類の記載指導などを可能とするた
め、地域ケアプラザ職員、高齢者と遠方の家族でタブレット端末を
活用したオンライン相談を実施〈新規〉

②歯と口の健康づくり事業【126】

地域活動団体への支援施策検討のための調査の実施〈新規〉

民生委員の活動を支援するための地区の研修会への講師派遣や広報
誌作成などの実施

戸塚区歯科医師会関連イベントで実施する口の健康チェックの実施
（６月）

医師会等健康づくり関係団体の企画による「戸塚健康まつり」の開
催（11月）

前年度予算 保健活動推進員・食生活等改善推進員による地域活動を支援するた
め、周知・紹介リーフレット等の作成及び支援

とつかハートプランを推進する地域活動を周知するための活動報告
会の開催（11月）〈新規〉

2,616

増減

前年度予算 5,651

▲ 1,174

4,477

1,230

とつか健康パワー
アップ事業

R4予算

とつかハートプランの推進に向け、地域連携チームが地域を支援す
るために必要な知識・技術を習得するための研修を実施（年２回）

とつかハートプラン推進のための地域活動に対する補助（申請：４
～11月）

R4予算

【地域福祉保健活動

の目印

“こころんのぼり”】

withコロナ

デジタル

8
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妊娠期から子育てを応援するため、子育てアプリの運営や情報誌の
発行により地域情報を発信

しつけに悩む養育者を対象に「親と子のコミュニケーション講座」
を開催（年２回）

②とっとの芽協働事業【2,366】

夫婦で子育てに取り組む意識を高め、産後の孤立を予防するため
に、プレママとプレパパを対象に、妊婦・沐浴体験や先輩パパママ
との交流を行う、「お世話体験会」（土曜両親教室）を地域子育て
支援拠点で実施（年24回）

地域の子育て支援ネットワーク強化と子育て支援の課題共有を図る
ため、子育て連絡会（区、地区別）を充実
（区全体会：年２回、地区別：各１回（10地区））

子育て支援団体や民間企業と連携し、親子の交流と子育てを楽しむ
環境づくりを進める「とつかおやこフェスタ」を開催（感染症の拡
大状況により、オンラインの併用など開催方法を検討予定）
［令和３年度実績：参加（来場）者数1,801人（8/16～9/15）、
　　　　　　　　　イベント出展19団体、パネル展示26団体］

公園遊びの楽しさを伝え親子の関わりを深める「外遊び応援事業」
を地域や大学と連携して展開（年15回）

【単位：千円】

３　誰もが自分らしく健やかに暮らせるまちづくり（２）

増減

R4予算

4,281

子育て応援事業

前年度予算

口腔ケアや離乳食に関するテキストを作成し、４か月健診時に配布

親子の口腔ケア、離乳食の進め方などの啓発のため、４～６か月の
赤ちゃんとその親を対象とした講座を実施（年12回）

自我が強くなる２～３歳児への関わり方を学び養育者の不安を軽減
するための「２歳児講座」を区役所及び地域会場で開催（年５回）

親子サークルの活性化を図るため、活動支援や交流会を実施

③幼児の食育教室【263】

妊娠期支援のための体力づくり支援と産後うつ予防に取り組む両親
教室の開催（年48回）や、沐浴やエクササイズ等の動画を配信（継
続配信14本）

②おいしいおはなしよみきかせ【136】

前年度予算

子育て家庭のヘルス
アップ事業
【前年度：「大学と連携
した親子健康づくり事
業」と統合】

207 乳児の発達上のアドバイスや、養育者が孤立することのないよう養
育者同士の仲間づくりを進める「ひよこ会」（赤ちゃん教室）を会
場を増やして実施（令和３年度：18会場→令和４年度：19会場）

①健やか子育て応援事業【2,122】

4,488

健康について考える機会を提供し、生活習慣病予防を意識付けする
ため、戸塚区内医療系２大学や関連団体と連携・協力して親子参加
によるワークショップを開催
［令和３年度実績：「とつかおやこフェスタ」と同時開催］

R4予算

図書館司書による絵本の読み聞かせ、絵本に出てくる食べ物を使っ
た料理の紹介、歯みがきの講話による体験型食育講座を実施（年２
回）

1,621

▲ 122

事業名等

④大学と連携した親子健康づくり事業【423】

増減

1,743

離乳食から幼児食への移行時期や食形態のポイントについて、栄養
士の講話、調理実演（年８回）

実施内容   ※【 】内は予算額

①はじめての歯ぴか教室【799】

【とつかおやこフェスタ

（令和３年開催） 】

デジタル

【赤ちゃん教室の様子】

【おいしいおはなしよみきかせ 】

9
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2,867

子育てサポート連絡会（区、地区
別）の連携強化のために、関係機関
への研修、情報共有を実施（区全体
会：年１回、地区別：各１回（５地
区）、拡大研修会：年１回）

読書活動推進のため、区内市立保育園において図書の貸出を実施
［令和２年度実績：貸出人数2,348人］

①保育の質向上事業【958】

保育施設長と保育士を対象とした虐待予防
研修の実施（11月）
［令和３年度実績：参加者数48人］

３　誰もが自分らしく健やかに暮らせるまちづくり（３）

【単位：千円】

事業名等

前年度予算

実施内容   ※【 】内は予算額

増減 199

R4予算

異物除去訓練用資機材貸出事業〈新規〉

②保育所子育て支援事業【1,909】

園児同士の交流と施設間のネットワークづくりのために、年長児を
対象とした交流保育を方面別（東戸塚・戸塚東・戸塚西・大正）で
実施（10～12月、方面別に各３回）
［令和３年度実績：新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
（区内保育・教育施設の年長児が描いた絵を区役所に掲示する「笑
顔でつながろう！とつかっ子」を代替実施（12/17～1/11）、オンラ
イン配信）］

市立保育園での子育て支援のために、区内市立保育園でのランチ交
流や施設開放（園庭開放）を実施
［令和２年度実績：施設開放延べ896日、参加者数1,746人
（ランチ交流は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）］

保育施設長を対象とした研修の実施
（９月）
［令和３年度実績：参加者数48人］

2,668

R4予算 2,296

増減

子ども自身が自分を大切にできるためのリーフレットや子育て世代
への虐待予防の啓発のためのクリアファイルを作成・配布

保育所地域子育てパ
ワーアップ事業

②養育者支援【971】

保育サービスの情報提供のために、保育所入所案内の作成
［令和３年度実績：7,000部作成］

市立保育所４園の巡回メールカー委託

区民への虐待防止の普及啓発のため
に、区民まつりなどのイベントや虐
待防止推進月間のキャンペーンにお
いてリーフレット等を配布

2,819

①子育てサポート連絡会関連事業【1,325】子どもと家庭を支え
る虐待防止環境づく
り事業

保育士を対象とした防災研修の実施
（令和５年１月）

前年度予算

ＤＶ被害者等の人権を守るために、女性とこどものための法律相談
を実施（年６回）［令和２年度実績：18人］

▲ 523

育児不安を抱える養育者支援のために個別カウンセリングを実施
（年36回）［令和２年度実績：39人］

減災・防災 【交流保育

「東戸塚エリア５歳児交流」

（令和元年度の様子）】

【令和３年度児童虐待防止推進月間

区民広間でのパネル展示】
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増減

認知症啓発のためのリーフレット「認知症サポートミニガイド」を
増刷［令和３年度実績：8,000部作成］

前年度予算

ひとり暮らし高齢者等が、地域での助け合い・支え合いによって住
み慣れた街で暮らし続けることができるよう、定期的な「見守り・
声かけ」活動を実施

②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【893】

関係者と情報交換を行う「みまもりネット」連絡会を開催（11月）

2,700

3,533

訪問事業代表者会議、研修会の開催（代表者会議：年２回、研修
会：年１回）

認知症の方が尊厳と希望を持ちながら認知症と共に生きることがで
き、認知症に理解のある地域づくり（関係機関との連絡会を開催）

0

1,029

戸塚区地域包括ケア
システム構築推進事
業

1,029

R4予算

前年度予算

～地域で支える～こ
ころの健康福祉ネッ
トワーク事業

精神障害当事者の活動支援と地域向け普及啓発の実施【1,029】

④地域包括ケア普及啓発事業【150】

③認知症高齢者等あんしんネットワーク事業【328】

833

0

地域全体での見守りを推進するための広報紙「みまもりネット通
信」を発行（令和５年２月）

実施内容   ※【 】内は予算額

関係機関との情報共有・連携促進のため、連絡会を実施（年３回）

３　誰もが自分らしく健やかに暮らせるまちづくり（４）

精神障害当事者の活動を支援するため、戸塚区生活支援センターや
当事者を対象として活動する団体、地域のボランティアと連携し、
身近な地域ケアプラザを会場としたフリースペース、通称「あった
まり場」を定期的に実施（各地域ケアプラザ（11か所）で原則月１
回）

増減

戸塚駅周辺で利用できるベビーカーのレン
タルを実施

とつかの子育て応援
ルーム「とことこ」
運営事業

事業名等

障害理解の促進のために、戸塚区生活支援センターや区地域自立支
援協議会、当事者を対象として活動している団体等と連携し、地域
向け普及啓発活動を実施

R4予算

区庁舎利用者の利便性向上と子どもの安全
のために、区庁舎での一時託児を実施

とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業【8,558】

R4予算 8,558 利用者ニーズを受け止め、子育て支援を実
施するために、子育て情報の収集や提供、
ホームページを活用した情報を発信

前年度予算

高齢者が住み慣れた地域で長く安心して暮らすために、令和３年度
に改訂した「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた戸塚区ア
クションプラン」に基づく各種取組についてリーフレット等を作成
し、区民へ普及啓発を実施

気がかりな高齢者等を相談・支援につなげるために、区民の皆様や
協力事業者等が地域ケアプラザや区役所へ連絡するためのゆるやか
な見守り体制を構築

①地域ネットワーク訪問事業【2,162】

【単位：千円】

8,558

増減

関係機関と連携し、認知症の方が社会参加できる場づくりと活動周
知のため、「認知症カフェマップ」を作成（10月）【みまもりネット連絡会】

【とつかの子育て応援ルーム「とことこ」】

11



21

・

・

地域振興課

22

・

・

地域振興課

23

・

・

地域振興課

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり（１）

実施内容   ※【 】内は予算額

①戸塚ものづくり自慢展事業【1,845】

R4予算

前年度予算

前年度予算

179

増減

1,518

645

【単位：千円】

1,500

商店街の活性化のために、スタンプラリー
イベントを実施（10月）
［令和３年度実績：８商店会参加、
　　　　　　　　　応募件数約900通］

②個人商店魅力アップ事業【100】

1,339

横浜音祭り2022（仮称）を身近に感じてもらい、応援するための参
加型イベントを開催

とつかものづくり支
援事業

事業名等

3,170

増減

②文化振興プログラム推進事業（音祭り共催事業）【500】

R4予算

①商店街活性化事業【1,418】

②区内中小製造企業紹介事業【1,325】

高度な技術力を持った区内企業の支援やＰＲ
のために、区内ものづくり企業紹介冊子を作
成・配布（令和５年１月）
［令和３年度実績：中学、高校、企業、
　金融機関等に3,000部配布］

①戸塚っ子いきいきアートフェスティバル支援事業【1,000】地域文化振興事業

前年度予算

0

R4予算

商店会が自主的に開催するセミナーに対す
る講師謝金を交付

青少年育成に関わる団体等との協
働により、小・中・高・特別支援
学校の枠を越えた合同の文化活動
発表会に対する開催支援及び補助
（９月、１月）
［令和３年度実績：
　15周年企画ポスター展
　16校（17団体）参加］

活気あるとつか商店
街支援事業

ものづくり企業の技術や製品の魅力を発信す
る「ものづくり自慢展」を開催（令和５年２
月）2,525

1,500

増減

【ものづくり企業紹介冊子

「Masterpiece」】

【スタンプラリー冊子】

withコロナ

【戸塚っ子いきいきアートフェスティバル】

withコロナ

12
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②とつかストリートライブ【2,300】

区スポーツ協会の事業及び運営に対する補助

増減

アーティストと区民との交流や区
民が気軽に音楽を楽しめる場の提
供のために、区内で音楽活動を
行っているアーティストによる音
楽教室や体験コンサートなどを実
施（令和５年２月）
［令和３年度実績：12/23、1/9、
　2/14（予定）］

増減

③３Ｒ夢推進事業【980】
家庭のベランダ等で気軽に使用できる生ご
み処理器のモニター事業を実施（年４回）

食品ロス削減のために、レシピの動画を作
成しホームページで公開

R4予算

②「花の小道」事業【690】

前年度予算

街の美化や、ごみの分別指導に取り組む区
民の方を表彰（６月）

地域、事業者、行政によるヨコハマ３Ｒ夢
戸塚区推進会議を開催（６月）342

2024パリオリンピック・パラリン
ピックに向け、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックで注目を集めた
競技を体験できるイベントを開催
［令和３年度実績：朝原宣治氏に
　よる講演会（6/27）、
　ソフトボール日本代表選手及び
　日立サンディーバによる小学校
　訪問（12/17）（「オリンピック・
　パラリンピック機運醸成事業」
　として実施）］

美化推進事業

1,690

1,348

増減

①きれいな街づくり推進事業【20】

スポーツ・レクリ
エーション振興事業

1,409

小学生を対象とした体験教室の実施

R4予算

【単位：千円】

とつか音楽の街づく
り事業

▲ 588

②トップスポーツチーム応援事業【409】

③オリンピック・パラリンピック競技体験事業【500】〈新規〉

3,700

R4予算

①区民スポーツ振興事業【500】

▲ 500 戸塚駅周辺でストリートライブを定期的に開催するほか、夏と春に
街の活性化を図るイベントを開催

前年度予算

前年度予算 1,997

③音楽交流ひろば【550】

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり（２）

①区民広間コンサート【350】

戸塚区を中心に活動する文化団体のコンサートを毎月第３土曜日に
区庁舎区民広間で実施3,200

実施内容   ※【 】内は予算額事業名等

街の美化推進のために、区内小学校と連携
し、学校前歩道の花植えを実施（戸塚小学
校：10月、２月、新規募集校：３月）

【花の小道事業】

【生ごみ処理器モニター事業】

デジタル

デジタル

脱炭素

【ストリートライブ定期開催の様子】

デジタル

【東京2020オリンピック

ソフトボール日本代表清原選手の

東戸塚小学校訪問】

デジタル

脱炭素・環境
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27

・

・

地域振興課

28

・

・

区政推進課

29

・

区政推進課

30

・

・

・

区政推進課

実施内容   ※【 】内は予算額

「おいしいもの とつかブランド」のＰＲ冊子の配布（50か所、
3,500部配布）

事業名等

1,000

R4予算 411

①ウナシーなぞとき広場【564】

461

戸塚駅周辺サイン改修・設置事業【1,000】

前年度予算

歴史を生かしたまち
づくり事業

前年度予算

増減

2,592

歴史を生かしたまちづくり事業【2,592】

800増減

小学生を対象に戸塚区の魅力を理解して
もらうために、戸塚区のマスコットキャ
ラクター「ウナシー」の斑点模様が表す
戸塚区の魅力を学習する「ウナシーなぞ
とき広場」を実施（８月）
［令和３年度実績：参加者数154人
　　　　　　　　　（7/31）］

R4予算

R4予算

区内の農畜産業について、生産物や生産場所等
の基礎的な情報を調査

「おいしいもの とつかブランド」の魅力向上【411】とつかブランド向上
事業

広報よこはまやＳＮＳ、ホームページへの掲
載、区民まつりへの出店等による広報

1,463

戸塚駅周辺サイン改
修・設置事業

前年度予算

駅周辺の交通改善のため、一般車乗降場
（戸塚区総合庁舎１階）への効果的な誘
導計画の策定及びサイン改修案の検討200

増減

【単位：千円】

R4予算

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり（３）

増減 30

784前年度予算

②ウナシー普及事業【250】

814

1,129

戸塚区の歴史の普及・啓発のために、旧東海道に加え、大山道など
を追加した戸塚区の歴史的資源をまとめたマップを作成、ウェブ上
で公開

区の魅力づくりのために、区民団体との協働による旧東海道魅力発
信イベント等の実施（10月）

とつか魅力再発見事
業

「ウナシー」の周知のために、着ぐるみを貸し出し

▲ 50

デジタル

【ウナシーなぞとき広場】

【一般車乗降場（第２交通広場）】

withコロナ
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31

・

・

・

・

・

区政推進課

32

・

土木事務所

R4予算 1,925

26

1,899

増減

区民の皆様が環境活動に取り組むきっかけとなるように、とつかエ
ココーディネーター協議会等と協働で、環境問題講演会や環境パネ
ル展を実施（講演会：年３回、パネル展：６月）1,078

822

とつか花できれいな
まちづくり事業

とつか花できれいなまちづくり事業【1,925】

③北海道下川町との連携による市立戸塚高校での環境教育の推進
　【1,000】〈新規〉

（事例）間伐材を利用したメッセージカードの作成など

「花できれいなまちづくり」を推進するた
めに、戸塚駅・東戸塚駅・舞岡駅・踊場駅
周辺で、地域・企業・商店会等と協働した
花植え活動などを実施

前年度予算

前年度予算

②ＳＤＧｓの推進【419】増減

ＳＤＧｓの普及啓発のために、戸塚高校の取組を区民や企業へ広く
広報

とつか環境未来エコ
ライフ事業

事業名等

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり（４）

実施内容   ※【 】内は予算額

R4予算 1,900

①エコ普及・啓発事業【481】

地域におけるＳＤＧｓの取組推進のために、企業や大学が実施する
ＳＤＧｓに関わる学習プログラムを紹介する冊子を作成し、区内小
中学校の教員に配布（令和５年２月、800部配布）

企業や大学のＳＤＧｓに関わる取組を紹介するパネル展を区役所や
ホームページ上にて実施（11月）

戸塚高校、戸塚区役所、下川町役場、区内
及び町内の企業、ヨコハマＳＤＧｓデザイ
ンセンターが連携し、戸塚高校で環境教育
を実施

（内容）環境問題等の課題に対して、高校
　　　　生がＳＤＧsの視点をもって解決
　　　　策を考察し提案

【単位：千円】

【舞岡川遊水地公園の

花植えの様子】

脱炭素・環境

【戸塚高校でのグループ学習】

デジタル

脱炭素・環境
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33

・

・

・

・

・

・

・

・

34

・

・

・

・

区政推進課

前年度予算

R4予算 5,859

複数の施設が併設された総合庁舎における複雑な案内業務に対応す
るため、庁舎案内業務の一部を人材派遣会社に委託

事業名等

前年度予算

③区役所全体の広報力の強化【560】

⑤区庁舎環境改善・機能強化【1,580】

④区民栄誉賞事業【135】

区民の皆様を対象とした人権啓発講演会を実施（令和５年３月）

職員の応対マナーや業務の質の向上を図るための研修を実施増減

②職員研修【170】5,485

2,776

増減 215

R4予算

実施内容   ※【 】内は予算額

５　区民に信頼され親しまれる区役所づくり

374

①庁舎等案内事業【3,150】身近で親しみのある
区役所づくり事業

【単位：千円】

職員を対象とした人権研修の実施

区民に伝わる広報のための職員研修の実施（年３回）

2,561

区内商業施設等への情報発信場所の拡充（10か所）

②様々なメディア・ツールを用いた情報提供【2,018】

③人権啓発推進事業【324】

①広聴事業【198】

スポーツ・文化の優秀な人材に対し、区民栄誉賞、奨励賞等を贈呈
（令和５年１月）

ホームページ、ＳＮＳ、コミュニティＦＭ、デジタルサイネージ等
デジタル媒体や紙媒体を複合的に活用し、情報提供を実施

⑥緊急的課題等への対応【500】

庁内案内表示や窓口周辺備品の更新などの環境整備・機能強化

区民に身近な広聴・
効果的で分かりやす
い広報事業

予算外の緊急課題等に迅速に対応

区民の皆様からいただいた御意見、御要望に対する調整・回答・分
析

総務課・区政推進課・地域振興課

区庁舎無線ＬＡＮの運用や省エネルギー化対応

デジタル

脱炭素・環境

withコロナ

デジタル
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1

2

R4予算 24,145 　　広報よこはま戸塚区版の発行に必要な経費

　2 市民相談事業費【1,944】

　　各種専門相談員による特別相談及び法律講座の実施に必要な経費

　1 広報よこはま発行事業費【10,161】

前年度予算 24,208

増減 ▲ 63

統合事業費

◆令和４年度　統合事務事業費　事業別説明書

18区で共通している事業費

区役所の業務執行に必要な事務経費【31,462】

R4予算 31,462

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

　・各課事務費

統合事務費

前年度予算 31,432

増減 30

　　各中学校区の実行委員会が実施する事業に対する補助

　　美化推進重点地区（戸塚駅・東戸塚駅）における清掃活動及びポイ
　捨て禁止啓発活動の実施に必要な経費

　8 学校・家庭・地域連携事業【1,025】

　3 スポーツ推進委員支援費【2,351】

　　スポーツ推進委員連絡協議会の事業及び運営に対する補助

　4 青少年指導員事業【4,320】

　　青少年指導員協議会の事業及び運営に対する補助

　6 緊急時情報システム運用事業【690】

　　緊急時情報システムの運用に必要な経費

　7 消費生活推進員活動事業【1,040】

　　消費生活推進員の活動に対する補助

　5 クリーンタウン横浜事業【2,614】

17



1

・区庁舎光熱水費・備品消耗品費・公用車の管理費等

総務課

2

地域振興課

3

土木事務所

4

地域振興課

5

地域振興課

区庁舎等

土木事務所

公会堂

地区センター等

35,658

増減 0

R4予算 74,599

②その他経費【1,940】
  ・上矢部地区センター駐車場賃借料

前年度予算 31,508

①地区センター指定管理委託料【244,914】

  1 戸塚地区センター
 　 昭和53年開館　RC造　地下３階地上４階の２階部分　延床1,776㎡
  2 大正地区センター
 　 昭和56年開館　RC造　地上２階　延床1,881㎡
  3 東戸塚地区センター
 　 平成元年開館　RC造　地下１階地上２階　延床1,869㎡
  4 上矢部地区センター
 　 平成５年開館　RC造　地上５階の３～５階部分　延床1,950㎡
  5 舞岡地区センター
 　 平成10年開館　RC造　地下１階地上２階　延床1,822㎡
  6 踊場地区センター
 　 平成16年開館　RC造　地上２階　延床1,775㎡

R4予算 246,854

前年度予算 246,174

増減 0

  ・戸塚公会堂の指定管理委託料
  ［戸塚公会堂］
 　 昭和53年開設　RC造
 　 地下３階地上４階の３～４階部分　延床1,578㎡

R4予算 31,508

増減 680

②行政サービスコーナー管理費【1,736】

  ・東戸塚駅行政サービスコーナーの警備委託料等
  ［東戸塚駅行政サービスコーナー］
　　平成元年開設、17年１月移設　延床156㎡
  〈参考〉［戸塚行政サービスコーナー］
　　　　　　平成５年開設、25年移設（区庁舎２階）延床88㎡

区版市民活動支援セ
ンター

とつか区民活動センター管理費【35,658】

  ・とつか区民活動センターの運営に関する人件費や管理費及び賃借料
  　等の経費
　［とつか区民活動センター］
　　平成21年開設（川上町91-1モレラ東戸塚３階）

R4予算 35,658

前年度予算

公会堂指定管理委託料【31,508】

土木事務所管理費【12,688】

  ・戸塚土木事務所の清掃設備保守管理委託等の経費
  ［戸塚土木事務所庁舎・会議室］
　  昭和54年開設　RC造、S造　地上２階　延床1,298㎡

R4予算 12,688

前年度予算 12,824

増減 ▲ 136

  ［戸塚区総合庁舎］
　　平成25年３月開設　RC造、SRC造、S造
　　地上９階地下３階　延床34,448㎡

前年度予算 72,462

増減 2,137

◆令和４年度　区庁舎・区民利用施設管理費　事業別説明書

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

①区庁舎管理費【72,863】
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6

地域振興課

7

地域振興課

8

地域振興課

9

地域振興課

10

地域振興課

11

増減 ▲ 3,183

こどもログハウス

老人福祉センター

区スポーツセンター

前年度予算 7,307 ②区民利用施設修繕費【5,000】

増減 ▲ 857

▲ 81

区庁舎・区民利用施
設修繕費

①区庁舎等修繕費【1,450】

・区庁舎、土木事務所、東戸塚駅行政サービスコーナー及び公用車の
　修繕に関する経費R4予算 6,450

・公会堂、地区センター、老人福祉センター及び広場遊び場等の修繕
　に関する経費

子供の遊び場・町の
はらっぱ

子供の遊び場・町のはらっぱ管理委託料等【1,275】

R4予算 1,275

前年度予算 1,356

増減

・子供の遊び場、町のはらっぱ及び広場の各管理運営委員会への管理
　委託料や砂場整備などの経費
［子供の遊び場］区内12か所　概ね100㎡以上
  　　　　　　　小学校以下対象　ブランコ、シーソー等設置
［町のはらっぱ］区内２か所　概ね1,000㎡以上
 　　　　　　　 子どもから大人まで自由に利用できる広場
［シルバー健康広場］区内２か所　概ね900㎡以上
 　　　　　　　　　 ゲートボール場等

スポーツセンター指定管理委託料【38,800】

  ・戸塚スポーツセンターの指定管理委託料
  ［戸塚スポーツセンター］
　　昭和59年開設　SRC造　地上２階　延床3,975㎡

R4予算 38,800

前年度予算 41,983

  8 倉田コミュニティハウス　平成18年開設　延床378㎡

  1 深谷小学校　　　　　　　平成２年開設　施設面積189㎡
  2 東汲沢小学校    　　　　平成４年開設　施設面積210㎡
  3 平戸台小学校    　　　　平成４年開設　施設面積192㎡
  4 名瀬中学校      　　　　平成５年開設　施設面積256㎡
  5 秋葉中学校      　　　　平成９年開設　施設面積202㎡
  6 柏尾小学校      　　　　平成11年開設　施設面積194㎡
  7 下郷小学校      　　　　平成13年開設　施設面積328㎡

②コミュニティハウス指定管理委託料（条例型）【14,221】　　

R4予算 63,533

前年度予算 62,543

増減 990

老人福祉センター指定管理委託料【43,340】

・老人福祉センター「戸塚柏桜荘」の指定管理委託料
［戸塚柏桜荘］
　平成２年開設　RC造　地上２階　延床1,669㎡

R4予算 43,340

前年度予算 43,340

コミュニティハウス ①コミュニティハウス運営管理委託料（学校施設活用型）【49,312】

増減 0

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

  ・踊場公園こどもログハウスの指定管理委託料
  ［こどもログハウス］
　  平成３年開設　木造　地下１階地上２階　延床205㎡

R4予算 8,341

前年度予算 8,088

増減 253

こどもログハウス指定管理委託料【8,341】
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