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１　事業費区分別決算額 （単位：千円）

２　事業費区分別内訳

（単位：千円）

自主企画事業費計 121,081 117,685 3,396

5
新庁舎の利便性を生
かした事業と区民満
足度向上への取組

45,517 51,670 ▲ 6,153

・新庁舎子育て支援スペースにおける来庁者
 一時託児事業
・各課事業の事務費

＜主な増減理由＞
 消耗品費の増

4

地域文化振興や区内
中小企業・商店街へ
の支援と環境行動の
促進

10,299 8,465 1,834

・地域文化振興事業
・活気あるとつか商店街支援事業

＜主な増減理由＞
 補助金の残

3
子どもを育む支援策
の推進

8,046 7,273 773

・子育て応援事業
・子どもを取り巻く虐待予防環境づくり事業

＜主な増減理由＞
 リース料の残

2
防災・減災のまちづ
くりと防犯力の強化

16,959 12,791 4,168

・地域防災力強化事業
・防犯力強化事業

＜主な増減理由＞
 局予算及び局事業の活用による減

1
「地域の絆」づくり
と第２期とつかハー
トプランの推進

40,260 37,486 2,774

・区民活動支援事業
・戸塚区高齢者見守りネットワーク事業

＜主な増減理由＞
 局予算の活用による減

合　　　　　計 650,177 665,569 ▲ 15,392 102.4

施策 予算額 決算額 差引 主な事業と増減理由

自主企画事業費 121,081 117,685 3,396 97.2

区庁舎・区民利用施設管理費 529,096 547,884 ▲ 18,788 103.6

平成25年度　個性ある区づくり推進費  戸塚区決算状況説明書

◆ 決 算 概 要

予算額 決算額 差引 執行率(%)

 平成25年度は、中期４か年計画の総仕上げとして、区政運営方針の目標達成に向けた５つの施
策を展開し、区民の皆様の絆づくりをはじめ、防災・防犯・子育て支援による安心・安全が実
感できるまちづくりや、文化振興、事業者への支援などを着実に行いました。 

(１) 自主企画事業費決算額内訳 
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（単位：千円）

３　財源確保への取組
（単位：千円）

区版市民活動支援センター 31,854 31,854 0 とつか区民活動センター管理費

区庁舎・区民利用施設等目的外使用料 6 137 ▲ 131
広告モニター、パンフレットス
タンド等

▲ 4,763

合　　　　計 35,444 40,122 ▲ 4,678

説　　　　　明

広告料収入 1,903 1,687 216
広報よこはま区版、
ホームページバナー広告等

光熱水費負担金等 33,535 38,298

合　　　　計 529,096 547,884 ▲ 18,788

区　　　　分 予算額 決算額 差引

区庁舎・区民利用施設修繕費 2,700 2,423 277 地区センター等修繕費

その他（広場・遊び場等） 1,501 1,126 375 こどもの遊び場　外

コミュニティハウス 54,338 54,338 0 コミュニティハウス（８か所）

区スポーツセンター 39,413 39,413 0 スポーツセンター

青少年施設 7,320 7,320 0 こどもログハウス

老人福祉センター 41,331 41,331 0 戸塚柏桜荘

公会堂 958 1,043 ▲ 85 公会堂

地区センター 246,714 246,683 31 地区センター（６か所）

区庁舎等 94,306 112,226 ▲ 17,920
区庁舎、職員派出所、
行政サービスコーナー管理費

土木事務所 8,661 10,127 ▲ 1,466 土木事務所管理費

区　　　　分 予算額 決算額 差引 説　　　　　明

 区庁舎・区民利用施設管理費については、区庁舎、行政サービスコーナーや区内地区セン
ター等の区民利用施設の維持・管理経費である光熱水費や設備保守費等の支出のほか、三角広
場、町のはらっぱの修繕等を実施しました。 

(２) 区庁舎・区民利用施設管理費決算額内訳 
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1 自治会町内会連絡調

整事業

地域振興課

2 区民活動支援事業

地域振興課・総務課

3 都市計画マスタープ

ラン・区プランの改

定業務

区政推進課

1,060予算

③とつか区民活動センター運営事業【6,868】

251

・戸塚区のマスコット「ウナシー」を多くの区民に周知することによ
り、戸塚区に愛着を持ち、郷土心の醸成を図るため、着ぐるみの貸出
しを行った。(着ぐるみ貸出件数:68件)

都市計画マスタープラン・区プランの改定【809】

市プランの改定(平成24年度)に伴い戸塚区プラン
(平成13年４月策定)について改定を行うため、方
針の検討及び基礎データ等整理業務を実施した。

④地域会議室運営事業【5,831】

自治会町内会への情報提供（配布物の配送）を委託により実施し、地
域住民に行政で行われている事業の周知を図った。(223団体)

③自治会町内会連絡運営【151】

予算

②自治会町内会長感謝会【808】

差引

◆ 自 主 企 画 事 業 費 事 業 別 決 算

事業名 実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

差引 自治会町内会長永年在職者の表彰及び自治会町内会長感謝会を開催
し、日頃の労苦に謝意を表すとともに、自治会町内会との連絡運営の
円滑化を図った。(２月28日　16名表彰、99名参加)

14,636

予算 2,358

879

【単位：千円】

13,757決算

106

差引

・小学生を対象に、戸塚区マスコット「ウナシー」の斑点カラーから
戸塚区の歴史や魅力を再発見する講座を区民団体の協力のもと実施し
た。(３回実施、区内小学生40名とその保護者が参加）

総合庁舎３階に情報コーナーを設置し、とつか区民活動センターとと
もに生涯学習、市民活動、ボランティア活動の支援を行った。
〈とつか区民活動センター〉
　利用者数:28,430名、利用件数:6,253件、団体登録数:331団体、
  ボランティア登録数:319名
〈情報コーナー〉
　利用者数:38,728名
　（うち打合せスペース利用者:12,272名、窓口利用者数:4,568名）

①配送業務委託【1,217】

②「集まれ！とつかウナシー隊」事業【1,003】

決算 809

・書類の郵送代等、連絡調整のための事務経費

決算 2,252

④加入促進費【76】

１　「地域の絆づくり」と第２期とつかハートプランの推進

・戸塚区地域会議室の管理運営

①市民活動支援事業【55】

自治会町内会への加入を促進するため、エリア図入りのチラシやハン
ドブックを作成し、区内転入者や自治会町内会に配布した。また、地
域の皆様と啓発物品を配布するなどし、加入促進キャンペーンを実施
した。

市民活動支援講座を南区、港南区と共に開催し、市民活動の担い手を
発掘したほか、リーダーの育成を図った。
(全４回　31名(うち戸塚区民16名)参加)

【戸塚区プラン・戸塚のまちづくり 】 

【自治会町内会長感謝会】 
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4

区政推進課

5

区政推進課

6

地域振興課

7

地域振興課

事業名

③事務費【190】

予算

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

2,034

差引

・地域の居場所・拠点「ふらっとステーション」に対し補助金を交付

0

予算 500

地域の居場所支援事
業

401

決算

決算

11

　※防災対応力強化については「18　青少年育成事業（防災力強化）」を参照

②学校・家庭・地域協働事業【924】

各中学校区実行委員会提案の学校・家庭・地域が協働で行う、コン
サート、スポーツ教室、地域清掃などを支援し、青少年健全育成を
図った。(24事業)

予算

【単位：千円】

・「旧東海道お宝自慢ワークショップ」の開催(９月26日)

51

決算

戸塚区民まつり事業

500

決算

2,849

2,900

予算

歴史を活かしたまち
育て事業

差引

差引

699

1,100

　

差引

②戸塚区民まつり事業【2,550】

2,045

青少年育成事業

・戸塚ふれあい区民まつり(11月3日 約24,000名来場)
・戸塚ふれあい文化祭(10月18日～27日 参加者・来場者数9,640名)

１　「地域の絆づくり」と第２期とつかハートプランの推進

①地域協働青少年育成事業【920】

青少年の健全育成を目的として自主的に活動している団体が他団体等
と協働で実施する事業を支援し、団体の活動の活性化及び同世代、異
世代間の交流強化を図った。(６事業)

歴史を活かしたまち育て事業【699】

「地域の居場所」運営の支援【500】

戸塚区民まつり実行委員会と協働で「戸塚ふ
れあい区民まつり」及び「戸塚ふれあい文化
祭」を開催し、戸塚区へのふるさと意識の醸
成や地域交流を図った。

①柏尾川周辺の環境整備【299】

・「横浜旧東海道みどころ巡り」の開催
 (11月16日)

・桜の開花期間中に、柏尾川沿いにぼんぼりを点灯
　(年１回、３月～４月)

・「とつか宿お休み処」の運営(通年)

・「旧東海道から見る戸塚の歴史パネル展」の開催
 (10月28日～11月７日)

【区民まつり】 

 【ふらっとステーション】 

【ワークショップの様子】 
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8 スポーツ・レクリ

エーション振興事業

地域振興課

9

地域振興課

10

地域振興課

・講演会「悪徳商法の手口」(２月21日　80名参加)

・戸塚ものづくり自慢展(ものづくり企業展と消費生活展を同時開
催)(２月21・22日　640名参加)

②スポーツ推進委員事業【3,221】

67

・区体育協会の事業及び運営に対する補助

①区自主事業助成【255】

差引

１　「地域の絆づくり」と第２期とつかハートプランの推進

予算 3,911

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額事業名

決算

かしこい消費生活事
業

2,689

差引

878

930

予算

決算

①区民体育振興事業【500】

3,736

予算

差引

青少年指導員活動支
援事業

消費生活推進員の地区活動を支援し、区民への消費生活に関する知
識・情報の提供に加え、消費者被害の防止に向けた啓発、リサイクル
等環境に配慮した消費行動の推進を図った。

・とつか消費生活推進員だより発行(３月31日発行）
 (自治会町内会に回覧の他、区役所、地区センター等に配置)

175

戸塚区消費生活推進員の活動に対する支援を強化し、消費生活推進員
の活動の活性化を図った。

①青少年指導員事業【2,590】

③事務費【18】

③その他事務費【15】

消費生活に関する知識、情報の普及啓発や消費者被害の防止に向けた
消費生活推進員の自主的活動の支援を通して、的確な情報や知識を浸
透させた。

②地区活動助成【645】

2,756

地域の青少年の見守りパトロール活動等、社会環境浄化活動の支援を
通して、青少年健全育成を図った。

・施設見学会(７月３日　日清オイリオ磯子事業場　参加者30名)

【単位：千円】

区体育協会及びスポーツ推進委員の活動を支援し、区民の日常生活に
おける生涯スポーツ・レクリエーション活動の振興、心身の健康や、
リフレッシュ等地域交流の活性化を図った。また、委員の任期替えの
年度にあたり、ユニホーム購入補助を行った。

③地区活動活性化事業【30】

決算

・戸塚ふれあい区民まつり参加(11月３日)
 (リサイクル、リフォーム作品の販売を通じて活動のＰＲを実施)

▲ 52

地域活動団体間の交流の促進に向け、区青少年指導員協議会が町内
会、スポーツ推進委員等地域と連携して実施する青少年指導員活動を
支援し、青少年健全育成を図った。

②社会環境浄化活動【81】

【スポーツ推進委員新任研修会】 

【消費生活展】 
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11 とつかハートプラン

（戸塚区地域福祉保

健計画）推進事業

福祉保健課

12

福祉保健課

・団体の活動紹介リーフレットの作成等活動支援により、地域主体の
健康づくりに対する関心を深めた。

④支援スタッフスキルアップ研修【57】

・親子食育講座（調理実習等）を開催し、参加者の食に関する知識を
深め、実生活での実践に結びつけた。
(小学校４校、中学校２校、高校１校で７回実施)

①区計画の推進【72】

・健康づくり活動団体等による交流会の実施(11月21日 45名参加)

とつかハートプラン推進委員会(委員16名、３回)を開催し、第２期計
画期間の中間振り返りや第３期計画策定に向けた検討を行った。

②地区別計画の推進【980】

決算 地区別計画推進委員会(10地区  計127回)を開催し、地域の現状や様々
な課題を認識し、地域の福祉保健に対する関心を高め、住民主体の計
画であるという意識を醸成した。

・とつか健康まつりを開催し、体組織測定や血管年齢測定を実施した
ほか、健康相談、健康づくり活動団体等の活動を紹介する展示等によ
り、健康を意識するきっかけづくりや団体間のつながりづくりを進め
た。(11月３日 約9,000名来場)

１　「地域の絆づくり」と第２期とつかハートプランの推進

③団体の活動支援と周知活動【423】

・第２期計画期間の中間取組発表会の開催(３月６日 360名参加)

【単位：千円】

とつか健康パワー
アップ事業

・地域の様々な福祉保健活動を掲載した事例集の作成(1,200部)

1,675

1,818

1,305

1,054

▲ 251差引

予算

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

③とつかハートプラン普及啓発事業【511】

143

とつかハートプランの周知により、地域福祉保健に関する意識啓発及
び課題解決に向けた区民・団体の自発的な活動を促進した。

・地域支援チームスタッフのスキルアップ研修会を実施
 (３月６日 33名参加)

①交流の場の提供【76】

事業名

予算

・広報よこはま戸塚区版にコラム(上半期、全６回)及び特集記事(２月
号)を掲載、各地域ケアプラザの広報紙に地区別計画についての記事を
掲載、各地区の講演会の開催、啓発グッズの作成・配付

決算

差引

⑤活動報告・発表会の開催【55】

②団体による健康啓発【806】

【親子食育講座】 

【とつかハートプラン取組発表会】 

【福祉保健活動事例集】 

【とつか健康まつり】 
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13 戸塚区高齢者見守り

ネットワーク事業

高齢・障害支援課

14

高齢・障害支援課

2,168

・訪問員の定期的な「見守り・声かけ」活動の実施

・戸塚区地域ネットワーク訪問事業代表者会議の開催
 (６月27日、１月30日)

・戸塚区地域ネットワーク訪問事業地区連絡会・研修会を各地区で実
施

民生委員を中心とした訪問員の定期的な｢見守り・声かけ｣活動等を区
社会福祉協議会への委託により実施し、日常的な安否確認を行った。

・認知症予防自主グループ「すこやか会」と共催で、認知症予防講演
会を開催
(２月13日 117名参加、講師：横浜市立大学教授　田高悦子氏）

予算

⑤認知症予防講演会【30】

１　「地域の絆づくり」と第２期とつかハートプランの推進

【単位：千円】

事業名 実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

・徘徊発生時の対応(年16件)

・みまもりネット通信発行(年２回)

・認知症サポーター養成講座(年30回開催、養成人数1,103名)

　○通報等への対応状況→所在確認・相談支援等27件、救急搬送
　　１件、警察による遺体発見１件

連絡会を開催(７月31日　グループホーム:13か所14名、小規模多機能
型介護保険事業所:９か所11名が参加)し、日常業務で連携がしづらい
地域密着型サービス事業所間での情報共有を行った。

・介護者のつどいを実施している地域包括支援センター職員向けに、
研修を実施(８月20日)

・徘徊認知症高齢者の早期発見・保護のため、関係機関と連携した徘
徊認知症高齢者情報提供ネットワーク「みつけてネット」の実施
(新規登録数55名　平成25年度末登録者163名)

・連絡会開催(７月10日、２月26日)

決算 239

②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【1,153】

568

・キャラバン・メイト連絡会・情報交換会(年12回)

③介護者のつどい支援【16】

④グループホーム・小規模多機能型介護支援事業所活動支援【23】

②認知症キャラバンメイトの活動支援【62】

・認知症フォーラムinとつかの開催(11月９日　314名参加)

予算

　○協力事業者登録数→73事業者　※24年度末 51事業者

差引

1,788

380

決算

地域ケアプラザと区役所が連携し、民間事業者の方や近隣の方々によ
る、地域全体でのゆるやかな見守り体制の充実を図った。

・徘徊認知症高齢者ＳＯＳネットワーク連絡会(年１回)

①地域ネットワーク訪問事業【635】

差引 329

認知症高齢者支援事
業

①徘徊高齢者SOSネットワーク事業【108】

　○通報等の件数→29件　※24年度末 27件
   (通報者:協力事業者13件、民生委員４件、近隣･友人６件、協力
    事業者以外の民間事業者６件）

【「みまもりネット」連絡会】 

【戸塚区認知症キャラバン・メイトに 

よる寸劇（2013認知症フォーラムin 

とつか）】 
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15

高齢・障害支援課

16

こども家庭支援課

～地域で支える～こ
ころの健康福祉ネッ
トワーク事業

地域に密着した地域ケアプラザで精神障がい者の支援活動を実施し、
精神障害に対する地域理解の促進につなげた。また、区生活支援セン
ター等と連絡会を開催し、関係機関のネットワークづくりを進めた。
また、次年度からの10地域ケアプラザ（区内全部）での実施に向けた
準備会議を開催した。

【単位：千円】

②戸塚区精神保健福祉連絡会の開催と地域啓発【6】

・当事者支援活動「あったまり場」の実施
　(７地域ケアプラザ　原則月１回)

連絡会の開催により支援機関同士の連携や精神障害に対する地域理解
を進めた。また連絡会メンバーが編集委員となり、「戸塚区精神保健
福祉のガイドブック」を作成、当事者・支援者等に配布した。

・各地域ケアプラザ職員、余暇活動支援ボランティア及び関係機関と
の連絡会の開催(年２回)

地域ケアプラザへの委託により、障がい児・者の余暇活動を支援し
た。(168回、利用者数延べ1,338名)

・戸塚区精神保健福祉連絡会の開催(６月28日、10月18日、12月５日)

障がい児・者余暇活
動支援事業

②連絡会・研修会等【187】

・「戸塚区　精神保健福祉のガイドブック」の発行(1,000部)

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

決算

283

1,594

①地域連携型の精神障がい者地域生活支援【625】

予算

631

・発達障害の理解を進めるため、地域住民等を対象にした講演会を開
催(11月13日　82名参加、３月20日　81名参加)

1,877

①障がい児・者の余暇活動支援事業【1,407】

予算

事業名

631

１　「地域の絆づくり」と第２期とつかハートプランの推進

0

決算

差引

差引
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17

18

地域振興課

⑧防災区民マップ・洪水ハザードマップ・戸塚区防災計画の印刷
 【1,142】

④災害時要援護者の地域支援体制づくり【0】

③連絡会議の開催【70】

地域防災力強化事業

・特別避難場所運営施設連絡会開催(12月２日　区内36施設)

223

・防災区民マップ(20,000部)
・戸塚区防災計画(700部)

予算

⑨拠点横断幕の作成【0】

0

⑤特別避難場所での要援護者受入協力体制の構築【0】

差引

青少年育成事業（防
災力強化）

総務課・福祉保健課
高齢・障害支援課

223

・「とつか災害救援活動ネットワーク」への補助金交付などによる活
動支援により災害時のボランティア活動体制を強化(通年)

・災害時の地域支援体制づくりを希望する自治会町内会を募集し、区
役所によるサポートを実施(通年)

差引

・通信機能の確保、物品の配備など

3,849

⑦災害ボランティア活動の支援【56】

決算

⑥区本部体制の整備【2,337】

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

②啓発事業の実施【0】

・防災講演会の開催(11月20日　400名参加)

・区災害対策本部運営訓練(年２回)、危機対応訓練(月１回)

・戸塚区大規模地震発生対応総合訓練(10月18日　300名参加)

事業名

２　防災・減災のまちづくりと防犯力の強化

関係機関と連携した訓練の実施、地域防災拠点への訓練指導及び「わ
が家の地震対策」パンフレットを活用した講演などにより区民の防災
意識の向上や自主的な活動を促進した。

【単位：千円】

決算

予算

①防災連携訓練の実施【244】

青少年防災対応力強化事業【223】

・青少年指導員と協働で、中学生を対象とした体験型の災害対応訓練
を実施(12月１日、横浜市消防訓練センター)
(中学生:区内９中学校 約50名、青少年指導員:約60名、
行政等：約20名参加)

 ○指導等の内容
　 １ 消防署、消防訓練センター
　　　AEDを併用した心肺蘇生法・止血法講習、放水体験、
　　　はしご車デモ、ロープの結び方体験
　 ２ 資源循環局北部事務所
　　　仮設トイレ展示、トイレパック
　 ３ 水道局戸塚・泉地域サービスセンター
　　　地下給水タンク取扱い
　 ４ 青少年指導員
　　　炊出し訓練、防災クイズ、中学生の随行
　 ５ 区役所
　　　進行管理

・戸塚駅周辺混乱防止対策訓練(２月19日　250名参加)

3,296

・地域防災拠点運営委員研修会
 (８月１日　地域防災拠点運営委員70名参加)

7,145

・各地域防災拠点へ開設確認用の横断幕作成(35拠点へ各２枚配置)

【戸塚区防災講演会】 

【地域防災拠点用 横断幕】 
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19

地域振興課

20

地域振興課

④放置自転車対策事業【2,952】

交通安全・放置自転
車対策事業

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

②子どもの安全推進事業【0】

事業名

総会及び表彰式を開催し、交通安全功労者表彰を個人17名と９団体に
授与した。

　○防犯テーマソング「つながろう戸塚～サヨナラ振り込め詐欺～」

③戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【333】

②交通安全啓発活動【326】

・鋼管ポール灯の緊急時の交換等、局事業で対応できないものについ
て区として助成(平成25年度実績無し)

差引

各小学校スクールゾーン安全対策協議会の開催(32校(区内26、隣接区
６))及びスクールゾーン安全対策協議会への助成(27団体)を通し交通
事故発生件数の抑制に寄与した。(H24 1,252件→H25 1,235件)

①交通安全対策協議会【103】

③スクールゾーン対策【2,441】

予算 6,302

差引

戸塚駅・東戸塚駅周辺自転車等放置禁止区域への監視員の配置及び各
自転車等放置防止推進協議会への補助金交付により、放置自転車の抑
制を図った。
※監視員：戸塚駅:４名/回、延べ194回実施
　　　　  東戸塚駅:３名/回、延べ120回実施

480

決算 5,822

戸塚駅、東戸塚駅での呼びかけ等の交通安全運動や各小学校、高校へ
の交通安全教室(28校)の実施により、区民の交通安全に対する意識を
向上させた。また、横断旗や啓発物品の配布など、交通事故減少に向
けた取組を行った。

・「子ども110番の家」の支援として、プレートの配付

・安全・安心まちづくり旬間に防犯キャンペーンを実施
 (10月18日　鳥が丘小)

④明るい街角づくり事業【0】

391

２　防災・減災のまちづくりと防犯力の強化

①地域の防犯活動支援事業【2,565】

予算 3,289

防犯力強化事業

決算 2,898

・戸塚駅及び東戸塚駅前で防犯啓発キャンペーンを実施(月１回)

・総会において、活動報告及び防犯テーマソングタイトルを決定
（３月14日）

・自主防犯活動に対する活動助成(39団体)

【単位：千円】

・地域防犯活動拠点の設置(10か所)(H24:91か所→H25:101か所)

・各拠点に看板プレート、収納ボックス等を配付

・新春防犯キャンペーンを実施、防犯テーマソング初披露
 (１月10日　区庁舎～戸塚駅)
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21 子育て応援事業

こども家庭支援課

22

こども家庭支援課

23

こども家庭支援課

①サポート連絡会関連事業【603】

・市立保育所５園の巡回メールカー委託(通年)

1,998

・個別カウンセリング(25名利用)

・区内公立全保育所でランチ交流・園庭開放を実施(ランチ交流延べ
160名、園庭開放延べ8,000名を超える親子が参加)

・川上・俣野保育園に業務用生ごみ処理機を設置(通年)

・グループカウンセリング(延べ113名参加)

③虐待等相談の充実【997】

・保育所入所案内の作成(10月)

・「戸塚区子育てサポート連絡会」の開催(年３回　24機関延べ108名
参加）

①健やか子育て応援事業【1,500】

246

④市立保育所運営経費【792】

・とことこまっぷ(戸塚区子育て情報マップ)の作成やメルマガによる
子育て情報の発信(通年)

・ひよこ会卒業者を対象に親子サークルの結成を目指しひよこ会ＯＢ
会を実施(28回、541名参加)

差引

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

3,101

決算

予算

1,613

保育所地域子育てパ
ワーアップ事業

①戸塚区保育の質向上研修【24】

・公民合同保育士研修(11月６日　100名参加)

予算 1,947

ランチ交流や園庭の開放を行い、入所児童と地域児童とが交流すると
ともに、入所していない児童・その保護者への支援を行った。

②保育所子育て支援事業【296】

334

【単位：千円】

・妊産婦、乳児と保護者を対象に土曜日両親教室(４回、388名参加)、
ひよこ会(赤ちゃん教室)(248回、延べ8,059名参加)、こどもの発達支
援事業(12回、延べ125名参加)を実施

３　子どもを育む支援策の推進

事業名

2,855

予算

子どもを取り巻く虐
待防止環境づくり事
業

差引

決算 1,906

・地域での児童虐待予防啓発講演会(３会場で開催)

相談体制の強化により家庭内暴力等相談への対応を迅速に実施した。

②親子ヒーリングルーム【306】

カウンセリングを実施し、育児不安の軽減や子どもに対する対応の変
化、視野の広がり等を図った。

児童相談所と連携し学校等関係機関による連絡会等を開催し、情報の
共有や役割分担を行うとともに、関係機関との連携強化を図った。ま
た、虐待予防に向けた啓発研修会を実施した。

・ケースネットワーク会議の開催(年89回)

92差引

・親子サークル交流会の実施(３回、参加数延べ35サークル)による活
動支援やとつか子育て応援隊(３回)などによる子育て支援ネットワー
クの強化

③保育所エコ事業【501】

決算

②とっとの芽協働事業【1,355】

・「とつかとことこフェスタ」での啓発の実施
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24

福祉保健課

25 地域文化振興事業

地域振興課

26 活気あるとつか商店

街支援事業

地域振興課

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

【単位：千円】

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

３　子どもを育む支援策の推進

898

子育て家庭のヘルス
アップ事業

予算 1,000

284

決算

差引

差引

・健康チェックと同日に１歳児の歯みがき教室を実施

【単位：千円】

４　地域文化振興や区内中小企業・商店街への支援と環境行動の推進

事業名

②親子の食育とよい歯の教室【115】

○１コース ・健康チェック(５月30日 23名参加)
    　     ・健康教育・結果説明(６月28日 23名参加)
○２コース ・健康チェック(11月25日 34名参加)
　　　　 　・健康教育・結果説明(１月７日 32名参加)

決算

1,000

716

予算

744

・区民広間を活用した商店街紹介パネル展やコンサートの開催など
によりＰＲ活動を実施(６月28日 150名参加)

差引 102

決算

事業名

①健康チェック【783】

・乳幼児をもつ40歳未満の養育者を対象に健康チェック、健康教育、
健康チェックの結果説明を実施(３日間１コース、年２コース)

・事業実施中の託児サービスを実施

予算

2,957

②さくらプラザ開館記念　戸塚クラシックコンサート【891】

・大学生グループを公募し、区内の商店街において
大学生の視点による商店街の魅力紹介や商店街イベ
ントへの協力など、商店街活性化につながる活動
に対し補助（明治学院大学、フェリス女学院大学）

①とつか夢結び応援事業【1,116】

区内の魅力を発見・創造する事業や文化芸術事業を実施する区民組織
を支援し、多数の区民が文化に触れるきっかけを作った。(９団体へ補
助金交付)

3,701

商店街活性化事業【716】

区内学校の様々な文化活動について、学校の枠を越えた発表・展示会
を実行委員会と協働で開催し、区内学校の文化活動を区民に広めた。
(3,620名来場　1,828名参加　区内小・中・高等・特別支援学校全校
 45校が参加)

③戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【950】

調理を通じて食事マナーや食べることの意味などを学ぶ「親子でクッ
キング」とよく噛むことや正しい食生活がむし歯予防につながること
を、食育体験と共にブラッシング指導を通じて啓発する「ぴかぴかブ
ラッシング」を実施した。
(７月25日 20組40名参加、12月25日 14組28名参加)

第86回、第87回戸塚クラシックコンサートを開催し、地域の演奏家を
発掘し、発表の機会を提供するとともに、区民に身近な場所でクラッ
シック音楽を鑑賞できる機会を提供した。
(10月12日　400名来場、３月８日　460名来場）

・商店街フェアとして、大学生の活動内容や成果に
ついての報告会や、商店主による講座、コンサート
等を開催(２月16日 385名参加)

【商店街フェアチラシ】 
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27 区内立地中小企業支

援事業

地域振興課

28

区政推進課

29

地域振興課

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

４　地域文化振興や区内中小企業・商店街への支援と環境行動の推進

【単位：千円】

事業名

　・環境啓発パネル展の開催(６月10日～21日、３月17日～25日)
　・とつかエコフェスタ（体験型環境啓発イベント）の実施
　　(11月16日　1,002名参加)
　・地域イベントにおける温暖化対策啓発ブースの出展(９月29日)
　・横浜ＦＣ戸塚区民ＤＡＹでの温暖化対策啓発ブースの出展
　　(11月24日　813名来場)
　・「ヨコハマ３Ｒ夢！」×「エコ活！」キャンペーンの実施
　　(３月19日　170名参加)

区内立地中小企業の紹介【1,227】

・区内に立地する地域貢献企業を支援するため、２社を区ホームペー
ジで紹介差引

1,290

・区内に立地する製造業の中小企業を支援するため、14社を区ホーム
ページで紹介

564

差引

63

・街の美化・緑化活動に取り組む区民の方を表彰(６月３日開催の「ヨ
コハマ３Ｒ夢」戸塚区推進会議において実施)

予算

美化推進重点地区に美化推進員を配置し、清掃活動及びポイ捨て禁止
の啓発を実施した。(５名、戸塚駅:94回/年、東戸塚駅:95回/年)

決算

800

決算 1,227

②きれいな街づくり推進事業【59】

③クリーンタウン横浜事業【1,457】

３Ｒ夢を推進するため、啓発・イベント等を精力的に実施した。
また、区民の方々のごみの分別やリサイクルに対する意識の向上を図
るため、リサイクル施設等の見学会や土壌混合法啓発を実施した。

・希望する企業には区長訪問を行い、企業
紹介と併せてその様子を区ホームページで
紹介

④３Ｒ夢推進事業【450】

①美化推進員啓発清掃活動【862】

3,508

美化推進事業

507

予算

236

とつかエコライフ事
業

決算

予算

戸塚駅周辺地区の駅前広場、ペデストリアンデッキ、地下道等の清掃
業務を委託し、街の美化を推進した。(１回/週、52回/年)

3,001

⑥事務費等【30】

⑤戸塚区環境再生・保全事業【143】

差引

エコ啓発事業【564】

・「戸塚ものづくり自慢展」を開催し、
「ものづくり企業展」において、ものづく
りの中小企業13社の製品や技術力を展示紹
介(２月21日、22日　640名参加)

戸塚小学校前の歩道で小学生たちが花苗を植える「花の小道」事業を
実施し、子供達に緑を大切にする心を醸成し、緑豊かなきれいな街づ
くりを推進した。(７月に土づくり、11月、２月に花植え)

【ものづくり企業展】 

【３R夢PRキャンペーン】 
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30 新庁舎子育て支援ス

ペースにおける来庁

者一時託児事業

こども家庭支援課

31 区民に身近な広聴・

相談事業

区政推進課

32

広

区政推進課

33 快適な暮らし応援事

業～食の安全・生活

衛生強化～

生活衛生課

・ハチの巣に関する相談対応(720件)
・ハチの巣駆除機材の貸出し(21件)
・区民広間でのハチの巣対策パネル展(７月８日～19日)
・区民広間での犬・猫の適正飼育パネル展(10月８日～14日)

▲ 118

②区民相談事業【1,258】

【単位：千円】

決算

①地区懇談会・区長の事業所訪問【19】

③庁舎案内の充実【2,174】

差引

事業名 実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

・各種専門相談員による特別相談を実施(通年)

来庁者一時託児事業【5,071】

5,071

予算

9,925

3,451

決算

10,776

  区民サービスの向上を図るため、庁舎案内業務の一部を人材派遣会
　社へ委託により実施した。

決算

4,375

差引

②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【194】6

①食中毒・感染症等対策事業【219】

決算

差引

予算

413

・「ＪＣＮ横浜」(ケーブルテレビ)での定期的な情報提供の実施
 (毎週木曜放映)

419

・保育所、高齢者施設、配食サービス等の衛生点検(145件)
・施設関係者向け衛生講習会(20回、672名参加)
・区民広間での食中毒・感染症予防に係るパネル展
 (７月８日～19日、10月８日～14日)

924

・広報よこはま戸塚区版を発行し、区民にとって、より分かりやすく
確実に情報を提供(月１回)予算

予算

②様々なメディアを用いた情報提供【966】

・「エフエム戸塚」による定期的な情報提供の実施
　※平成25年度番組数
　  戸塚区の紹介番組:16本
　  防災、防犯、区役所インフォメーション:72本

851

広報事業の充実 ①広報よこはま戸塚区版発行事業【8,959】

・連合ごとに地区懇談会を開催し、地域の課題や施策について意見交
換を実施(17地区連合、延べ675名参加)
・区長が区内事業所を訪問し、防災、節電、地域貢献などに関する意
見交換を実施(３社)

・区民向け法律講座の実施(12月６日　17名参加)

・広報よこはま戸塚区版などの紙媒体に加え、ホームページやツイッ
ターなどを活用した広報を実施(通年)

・とつかの子育て応援ルーム『とことこ』を活用し、子育てに関する
一般的な相談や、子育て支援の情報提供を実施(利用者数 9,822名)

５　新庁舎の利便性を生かした事業と区民満足度向上への取組

4,953

・新庁舎３階子育て支援スペース(とつかの子育て応援ルーム『とこと
こ』)で、区庁舎利用者が窓口で手続き等を行っている間、概ね１歳以
上の未就学児を対象とした一時託児を実施(利用者数 1,193名)

差引
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34 区役所職員研修事業

総務課

35

区政推進課

36

・各課事務費

差引 ▲ 7,322

区総合行政推進事業

区役所運営に係る経費【30,356】

予算 1,039

・区の広聴・広報に関する事務経費

差引

1,074

区総合行政推進事業【1,074】

⑤全国大会等職員派遣【92】

・責任職を対象とした全体研修・グループ研修を実施

・人権運動団体が実施する講演会等に職員を派遣

　・区の主要事務事業の企画及び進行管理、区内の事務事業の総合調
　整、区のまちづくりの調整に関する事務経費

決算 30,356

23,034予算

差引

▲ 35

その他事業
（事務費等）

▲ 459

決算

④人権管理職等研修【0】

③人権啓発講演会【122】

予算

決算

・区民の皆様を対象とした講演会を実施(１月30日、227名参加)

・管理職を対象とし、経営品質協議会が開催している研究会に参加
(３月)

②管理職研修【73】

①接遇研修【1,093】

５　新庁舎の利便性を生かした事業と区民満足度向上への取組

1,380

実施内容及び成果　  ※【  】 内は決算額

921

・業務や事業を実施する上でのチーム力の強化とお客様サービスの向
上を図るサービス向上研修を実施(全４回)

【単位：千円】

事業名
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