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１　事業費区分別決算額 （単位：千円）

　区庁舎・区民利用施設管理費

　統合事務費

２　事業費区分別内訳

（単位：千円）

自主企画事業費計 95,194 92,504 2,690

5
きめ細やかなサービ
スの提供

18,035 18,405 ▲ 370

・区総合行政推進事業
・区民に身近な広聴・相談事業

＜主な増減理由＞
区民利用施設管理運営事務費の増

4
活気に満ちた魅力あ
ふれるまちづくり

15,596 15,085 511

・とつかブランド向上事業
・とつか音楽の街づくり事業

＜主な増減理由＞
入札による委託料の減

3
誰もが安心して暮ら
せるまちづくり

22,147 20,874 1,273

・子育て応援事業
・戸塚区高齢者見守りネットワーク事業

＜主な増減理由＞
執行内容見直しによる委託料の減

・区民活動支援事業
・地域プラットフォーム推進事業

＜主な増減理由＞
見積合せによる委託料の減

2
安全を実感できるま
ちづくり

15,575 14,910 665

・地域防災力強化事業
・防犯力強化事業

＜主な増減理由＞
局予算の活用による委託料の減

施策 予算額 決算額 差引 主な事業と増減理由

1 「地域の絆」づくり 23,841 23,230 611

　区環境未来都市推進事業 1,500 1,361 139 90.7

合 計 662,344 664,797 ▲ 2,453 100.4

544,054 540,291 3,763 99.3

21,596 30,641 ▲ 9,045 141.9

　自主企画事業費 95,194 92,504 2,690 97.2

　一般管理費 565,650 570,932 ▲ 5,282 100.9

平成26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(%)

 戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業の完了と「とつか大踏切デッキ」の開通に続き、平成 
27年３月の「戸塚アンダーパス」の完成により、先人たちが思い描いた戸塚のまちが形づくら 
れました。 
 平成26年度は、区民の皆様が安心と安全を実感でき、希望を持って生活できる「とつか」を 
築くため、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、高齢者・障害者支援、文化振興、事業者支援などの事業を着 
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　歳入決算の状況
（単位：千円）

※ 個性ある区づくり推進費の財源として充当される歳入のみを掲載

合　　　　計 32,103 28,022 4,081

区庁舎・区民利用施設等目的外使用料 6 98 ▲ 92
広告モニター、パンフレットス
タンド等

その他 30,194 26,256 3,938 光熱水費負担金等

区　　　　分 予算額 決算額 差引 説 明

広告料収入 1,903 1,668 235
広報よこはま区版、
ホームページバナー広告等

 統合事務費 21,596 30,641 ▲ 9,045

合　　　　計 565,650 570,932 ▲ 5,282

 区庁舎・区民利用施設修繕費 5,000 4,179 821 地区センター等修繕費

 その他（広場・遊び場等） 1,471 924 547 こどもの遊び場　外

コミュニティハウス 54,718 54,718 0 コミュニティハウス（８か所）

 区スポーツセンター 41,317 41,369 ▲ 52 スポーツセンター

 青少年施設 7,530 7,530 0 こどもログハウス

 老人福祉センター 42,512 42,512 0 戸塚柏桜荘

 公会堂 992 978 14 公会堂

 地区センター 254,468 254,437 31 地区センター（６か所）

 区版市民活動支援センター 31,854 32,145 ▲ 291 とつか区民活動センター管理費

 土木事務所 9,599 9,178 421 土木事務所管理費

 区庁舎・区民利用施設管理費 544,054 540,291 3,763

 区庁舎等 94,593 92,321 2,272
区庁舎、職員派出所、
行政サービスコーナー管理費

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) 一般管理費決算額内訳
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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

3 地域の居場所支援事

業

区政推進課

・地域の方の協力を得て、啓発物品を配布するなど、加入促進キャン
ペーンを実施(12月16日)

1,000

【単位：千円】

１　「地域の絆」づくり

2,089

予算 2,421

予算

決算

7,797

7,617

180

　地域の居場所・拠点「ふらっとステーション」と「俣野コミュニ
ティサロン」に対し補助金を交付

決算

「地域の居場所」運営の支援【1,000】

◆ 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

差引

差引

①配送業務委託【1,256】

332

1,000

0

予算

決算 ②区民企画運営講座【208】
　日常生活・社会生活をする上で感じた様々な問題や地域の課題解決
を目的とする講座の企画・運営を区民グループと協働で実施
（２団体へ補助金交付）

　区庁舎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:29,049名、利用件数:6,263件、団体登録数:372団体、
  　ボランティア登録数:379名
　＜情報コーナー＞
　　利用者数:42,172名
　　(うち打合せスペース利用者:16,694名、窓口利用者数:4,185名)

　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。(224団体)

　日頃の活動に謝意を表するとともに、永年在職者を表彰し、自治会
町内会との連絡運営の円滑化を図った。
 (３月６日　19名表彰、107名参加)

・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

②自治会町内会長感謝会【752】

③加入促進費【81】

④とつか区民活動センター運営事業【7,193】

　市民活動支援講座を南区、港南区と合同で開催し、地域を変える発
信力をテーマに、グループリーダーの育成を図った。
(全３回　29名(うち戸塚区民12名)参加)

①とつカレッジ【161】

　戸塚区の歴史、自然、区の事業などを学ぶ講座「とつカレッジ～戸
塚のいいとこ学び隊～」を実施(全７回　30名参加)

③地下鉄南部沿線セミナー【55】

 【俣野コミュニティサロン】 

【自治会町内会長感謝会】 
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4 地域プラットフォー

ム推進事業

区政推進課

5

地域振興課

6 スポーツ・レクリ

エーション振興事業

地域振興課

7

地域振興課

予算 500

決算 409

差引

61

1,750

2,857

1,725

決算

予算

決算

差引

戸塚区民まつり事業

１　「地域の絆」づくり

【単位：千円】

　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)

　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
を推進(24事業)

予算 2,719

差引

青少年健全育成事業

2,658

差引

事業名 実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

予算

①柏尾川周辺の環境整備【307】

②ハウスメンテマスター助成【90】

91

2,900

①地域で取り組むハウスメンテマスター養成【319】

　家具転倒防止やガラス飛散防止など、地域でのニーズが高いテーマ
を取り上げ、地域での支援活動を行う技術を
習得するための講座を開催
（10月～11月　受講者数23名)

決算

25

43

  区スポーツ推進委員の活動を支援し、区民の皆様の日常生活におけ
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。

②スポーツ推進委員事業【2,158】

②学校・家庭・地域協働事業【810】

・戸塚ふれあい区民まつり(11月３日 約25,000名来場)
・戸塚ふれあい文化祭(10月17日～26日 参加者・来場者数10,108名)

  区体育協会の事業及び運営に対する補助

①区民体育振興事業【500】

②戸塚区民まつり事業【2,550】

　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。

　上記養成講座の修了者が属する団体に、活
動の初期経費として、機材購入費等を助成
 (交付団体２件)

※防災対応力強化については「11　青少年育成事業（防災力強化）」を参照

①地域協働青少年育成事業【915】

　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、
異世代間の交流を強化(７事業)

【区民まつり】 

【スポーツ推進委員新任研修会】 

 【ハウスメンテマスター養成講座】 

【チャレンジフェスティバル】 
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8

地域振興課

9

地域振興課

決算

3,876

青少年指導員活動支
援事業

決算

878

かしこい消費生活事
業

4,008

865

13

予算

予算

▲ 132差引

　青少年指導員事業の一環に位置付け、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。(「①青少年指導員事業」と統合して交付金を支出)

・若手芸人によるお笑いライブ「笑って学ぼう！悪質商法」
(２月20日　120名参加)

差引

・悪質商法被害未然防止講座(２月20日　80名参加)

事業名

１　「地域の絆」づくり

　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。

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

②社会環境浄化活動【0】

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。

・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)

地区活動経常費【865】

・施設見学会(７月２日　山崎製パン(株)横浜第一工場　40名参加)

・とつか消費生活推進員だより特大版発行(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)

・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20・21日　1,200名参加)

③青少年指導員委嘱式【60】

　２年任期の第24期青少年指導員委嘱式を開催
○開催日:４月11日
○場所:戸塚公会堂
○委嘱人数:195名

①青少年指導員事業【3,948】

【単位：千円】

　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。

　消費生活推進員の地区活動を支援し、区民の皆様への消費生活に関
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。

【消費生活展】 

【青少年指導員委嘱式】 

【お笑いライブ 

 「笑って学ぼう！悪質商法」】 
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10

11

地域振興課

・東戸塚駅帰宅困難者支援マップ(20,000部)

【単位：千円】

③連絡会議の開催【24】

・区災害対策本部運営訓練(年２回)、危機対応訓練(月１回)を実施

・通信機能の確保、物品の配備など

決算

予算

差引

6,243

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

青少年育成事業（防
災力強化）

予算

差引

２　安全を実感できるまちづくり

5,224

・防災区民マップ(15,000部)

決算

事業名

総務課

302

3

・関係機関と連携した訓練の実施(多数遺体取扱訓練２月９日 他)

305

　「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)

　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(11月30日、横浜市消防訓練センター)

○参加者数:158名(中学生:区内11中学校67名  青少年指導員:60名
行政等:31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

   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
避難所段ボール区割り、進行管理

青少年防災対応力強化事業【302】

④区本部体制の整備【4,469】

⑤災害ボランティア活動の支援【44】

②啓発事業の実施【134】

・防災講演会の開催(11月19日　360名参加)

①防災連携訓練の実施【28】

・東戸塚駅周辺混乱防止対策訓練の実施(２月19日　130名参加)

⑥防災区民マップ等の印刷【1,435】

　　風水害対策用資機材（救命胴衣等）の購入

地域防災力強化事業

▲ 1,019

・夏休み戸塚区大防災フェアの開催(８月３日　約1,500名参加、「民
間事業者を含めた多機関の参加による県内初の事業」)

　関係機関と連携した訓練の実施、地域防災拠点への訓練支援及び
「わが家の地震対策」パンフレット等を活用した講話などにより区民
の皆様の防災意識の向上や自主的な活動を促進した。

・地域防災拠点運営委員研修会の開催
(７月17日　地域防災拠点運営委員70名参加)

⑦その他【109】

【夏休み戸塚区大防災フェア】 

【東戸塚駅周辺混乱防止対策訓練】 

  【多数遺体取扱訓練】 

  【AED講習】 
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12 防犯力強化事業

地域振興課

13

地域振興課

14 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

決算

　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、区民の皆様の交通安全に対す
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。

13

決算

419

②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【114】

3,300

③明るい街角づくり事業【0】

125

差引

406

予算

２　安全を実感できるまちづくり

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額事業名

3,425

　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26年度実績無し)

予算

6,202

予算

決算

差引

・ハチの巣に関する相談対応(546件)
・ハチの巣駆除機材の貸出し(24件)
・区民広間でのハチの巣対策パネル展(６月17日～30日)
・区民広間でのペットの適正飼育(災害への備え)パネル展

(９月24日～10月８日)
・区民まつりでの優良飼主表彰(11月３日　30組)

①食中毒・感染症等対策事業【292】

　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20日　柏尾小学校)

差引

交通安全・放置自転
車対策事業

　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

②スクールゾーン対策【2,281】

1,543

　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。(H25:1,235件→H26:988件)

①交通安全啓発活動【872】

③放置自転車対策事業【1,506】

・各拠点に看板プレート、収納ボックス等を配付

・自主防犯活動に対する活動助成(40団体)

・地域防犯活動拠点の設置(５か所)(H25:101か所→H26:106か所)

②戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【450】

・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)

①地域の防犯活動支援事業【2,850】

【単位：千円】

4,659

・保育所、高齢者施設、配食サービス等の
衛生点検(113件)
・施設関係者向け衛生講習会
(23回　1,692名参加)
・区民広間での食中毒・感染症予防に係る
パネル展(８月18日～８月31日)

  【食中毒予防パネル展】 
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15 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

16

福祉保健課

17 子育て応援事業

こども家庭支援課

1,883

決算

①区計画の推進【84】

①団体による健康啓発【598】

1,001

1

・広報よこはま戸塚区版(２月号)に特集記事を掲載、タウンニュース
戸塚区版(３月号)に関連記事を掲載、各地域ケアプラザの広報紙に地
区別計画の取組について掲載、各地区で講演会等を開催、啓発グッズ
を配付

②地区別計画の推進【1,032】予算

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

1,884

差引

④支援スタッフスキルアップ研修【30】

3,317予算

差引

③とつかハートプラン普及啓発事業【727】

②とっとの芽協働事業【1,212】

・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(23回　550名参加)

予算 980

▲ 21

とつか健康パワー
アップ事業

【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  407名参加)、
ひよこ会(赤ちゃん教室)(237回　延べ8,531名参加)、こどもの発達支
援事業(12回　延べ116名参加)を実施決算

417

　「私の仕事の課題解決につながる地域支援」をテーマに、日常的な
業務と地域支援のつながりや地域との関わり方などについて知識を深
めた。(６月30日、７月14日  計73名参加)

・とつか健康まつりを開催し、血管年齢などの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　延べ約11,000名来場)

決算

事業名

・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)

差引

　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
健康づくりに関する啓発を行った。

⑤第３期計画の策定【10】

　とつかハートプラン推進委員会(３回、他に意見交換会１回)を開催
し、第２期計画の振り返りや第３期計画策定に向けた検討を行った。

　地区別計画推進委員会を開催(10地区　計110回)し、地域の福祉保健
課題の共有と解決に向けた取組を協働で実施した。また、第３期計画
の策定に向けて住民主体の計画という意識の醸成に努めた。

　とつかハートプランを区民の皆様に周知し、地域福祉保健に関する
意識啓発及び課題解決に向けた自発的な活動を促進した。

①健やか子育て応援事業【1,688】

③団体の活動支援と周知活動【403】

　各地区で第３期計画の策定に向けた意見交換会等を開催

・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)

2,900

・統計データ等を地区別にまとめた「戸塚区地区分析資料集」を作成
(３月)

・親子サークル交流会の実施(３回　参加数延べ28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

【健康まつり】 

【とつかハートプラン推進委員会】 
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18

こども家庭支援課

19

こども家庭支援課

20 庁舎の利便性を生か

した子育て応援事業

こども家庭支援課

　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。

・「戸塚区子育てサポート連絡会」地区別研修会
(６地域ケアプラザエリアで３回開催　延べ39名参加)

174

決算

決算 ・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 10,698名)▲ 126差引

予算

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

差引

5,204

予算

差引

保育所地域子育てパ
ワーアップ事業

2,312

5,078

　区内を中心に学校など関係機関との連絡会を開催した。また、地域
での見守り推進のため、児童虐待についての理解を深める研修会を開
催した。
　個別事例については関係機関とケースネットワーク会議を開催し、
支援を行った。連絡会で築いた顔の見える関係を基に、ケースネット
ワーク会議の開催回数を重ねることで、チーム連携による個別支援を
実施した。

・区庁舎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 1,565名)

とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業【5,204】

▲ 215

1,944

1,770

③保育所エコ事業【474】

・保育所入所案内の作成(10月)

予算

　川上・俣野保育園に業務用生ごみ処理機を設置(通年)

①サポート連絡会関連事業【427】

④市立保育所運営経費【916】

事業名 実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

・「戸塚区子育てサポート連絡会」
(全体会:２回開催　20機関　延べ43名参加)

   (拡大研修会:30機関　43名参加)

・個別カウンセリング(28名利用)

・ケースネットワーク会議の開催(68回)

・「とつかとことこフェスタ」での啓発の実施

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。

②親子ヒーリングルーム【345】

③虐待等相談の充実【998】

②保育所子育て支援事業【898】

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)

【単位：千円】

・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。

・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)

2,097

・市立保育所５園の巡回メールカー委託(通年)

・グループカウンセリング(延べ38名参加)

子どもを取り巻く虐
待防止環境づくり事
業

決算
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21

福祉保健課

22 戸塚区高齢者見守り

ネットワーク事業

高齢・障害支援課

・全体講演会(個人情報の保護・活用)の開催
(７月９日　約400名参加)

・訪問員の定期的な「見守り・声かけ」活動の実施

・連絡会・研修会を各地区で実施

②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【965】

①地域ネットワーク訪問事業【1,447】

・ひとり暮らし高齢者(65～74歳)への調査の実施(３月)
○送付数:5,520　回答数:2,653　回答率:48.1％

　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。

・みまもりネット通信の発行(12月、３月)

○通報等の件数:26件　※25年度　29件
(通報者:協力事業者８件、民生委員３件、近隣･家族13件、

　　協力事業者以外の民間事業者２件）

○通報等への対応状況:所在確認・相談支援等21件、警察等によ
る遺体発見５件

・連絡会の開催(８月６日、２月25日)

決算

事業名

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

差引

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

▲ 4

700

親子のクッキングと歯みがきレッスン【405】

・代表者会議の開催(７月９日、１月30日)

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

・研修会(事例発表等)の開催(１月30日　約100名参加)

405

子育て家庭のヘルス
アップ事業

差引

【単位：千円】

　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」を年４回実施した。
　６月４日 18組36名参加
　７月30日 18組37名参加
　８月25日 17組35名参加
　11月15日 20組40名参加

予算

予算

○協力事業者登録数:369事業者　※25年度末 73事業者

3,112

決算

2,412

401

【「みまもりネット」連絡会】 

【親子でクッキング】 
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23

高齢・障害支援課

24

高齢・障害支援課

25

こども家庭支援課

・２歳、入園前(３歳)、就学前(５歳)の対応に悩む各時期の養育者を
対象に年齢別子育て講座を開催(３回　延べ参加者数140名)

・「戸塚区　精神保健福祉のガイドブック」の発行(1,000部)

・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)

・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56名　平成26年度末登録者173名)

・認知症サポーター養成講座(45回　養成人数2,055名)

・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(２回)

②戸塚区精神保健福祉連絡会の開催と地域啓発【6】

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

・徘徊発生に関する閉庁時の対応(14件)

③その他活動支援【39】

・徘徊認知症高齢者ＳＯＳネットワーク連絡会(７月29日)

　地域に密着した地域ケアプラザで精神障害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。

2,141

差引

・キャラバン・メイト連絡会、情報交換会(12回)

・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　延べ利用者数483名)

②認知症キャラバン・メイトの活動支援【62】

　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。

①徘徊高齢者SOSネットワーク事業【182】

・認知症フォーラムinとつかの開催(12月５日　470名参加)

▲ 78

  グループホーム連絡会の開催(10月20日　グループホーム:12か所12
名、小規模多機能型介護保険事業所:８か所９名が参加)

899

①地域連携型の精神障害者地域生活支援【971】

11

予算

決算

障がい児・者余暇活
動支援事業

・地域啓発等のための研修会の開催
(８地域ケアプラザ　８回　延べ参加者数302名)

977

認知症高齢者支援事
業

差引

差引

予算

283

294

1,727決算

～地域で支える～こ
ころの健康福祉ネッ
トワーク事業

決算

①障がい児・者の余暇活動支援事業【1,528】

事業名

予算

　地域ケアプラザへの委託により、障害児・者の余暇活動を支援し
た。(160回　延べ利用者数1,193名)

414

・障害児余暇支援ボランティア養成講座の開催
(１コース４回　延べ受講者数84名)

②連絡会・研修会等【199】

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

【戸塚区認知症キャラバン・メイトに 

よる寸劇（2014認知症フォーラムin 

とつか）】 
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26 地域文化振興事業

地域振興課

27 とつか音楽の街づ

くり事業

地域振興課

28 活気あるとつか商店

街支援事業

地域振興課

29 区内立地中小企業支

援事業

地域振興課

690

③戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【950】

606

商店街活性化事業【606】

区内中小製造業者の紹介【1,078】

・区民広間を活用した商店街紹介パネル展を開催しＰＲ活動を実施
(５月23日～６月９日、１月19日～23日)

84

とつか音楽の街づくり【947】

1,200

決算

差引

予算

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

決算

▲ 447

予算

差引

予算 500

決算 1,078

事業名

予算

122差引

差引

決算

　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の皆様に
広めた。(4,171名来場　1,776名参加　区内小・中・高等・特別支援学
校全校 45校参加)

2,624

　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、多数の区民の皆様が文化に触れるきっかけを作った。
 (12団体へ補助金交付)

3,001

947

377

【単位：千円】

①とつか夢結び応援事業【1,674】

・戸塚駅周辺でストリートミュージシャンに演奏の場を提供する「と
つかストリートライブ」を開催

○開催日:３月21日
○公募出演者:14組(応募者数27組)

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

・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(１月25日)

・戸塚区を中心に活動する文化団体のコンサートを区民広間で実施
(９回　出演団体数:13団体　総来場者数:1,080名)

・区内に立地する製造業の中小企業を支援するため、13社を区ホーム
ページで紹介

・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

・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(フェリス女学院大学)

・区内に立地する地域貢献企業を支援するため、５社を区ホームペー
ジで紹介

・「戸塚ものづくり自慢展」の中で開催した
「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20日・21日　約1,200名参加)

【商店街フェアチラシ】 

【ものづくり企業展】 

【とつかストリートライブ】 
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30 とつかブランド向上

事業

区政推進課

とつか魅力再発見事

業

地域振興課

32

区政推進課

33 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

決算

1,200

事業名

都市計画マスタープラン・区プランの改定【1,208】

①とつかブランド認定事業【395】

・「見て、聞いて、知って！昭和の戸塚～旧東海道の今と昔」(旧東海
道ワークショップ)の開催(10月29日)

・パネル展の開催

1,132

  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）の改定を行うため、改
定方針を確定し、素案の案を作成した。

予算 1,260

予算

決算

差引 ▲ 364

差引

1,624

412

68

1,208

歴史を活かしたまち育て事業【746】

【単位：千円】

1,620予算

746決算

差引

差引

③ウナシー普及事業【328】

①ウナシーの謎解き広場【190】

・藤沢市との区境に旧東海道案内板設置(３月)

750

4

決算

予算

歴史を活かしたまち
育て事業

　戸塚区の歴史や魅力あるスポットを収めた写真を電子化し、庁内で
活用を図るとともに、ホームページに「とつかフォトコレクション」
としてオープンデータ化して公開・提供(３月)

②とつかの歴史普及事業【1,106】

　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「ウナシーの謎解き広場」を開催
 (７月26日　118名参加 内訳:こども70名、大人48名)

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

②とつか写真館事業【737】

　戸塚区内で販売されているものを、区民
の皆様からご推薦いただき、「おいしいも
の　とつかブランド」として認定し、ホー
ムページや広報よこはま等でＰＲを実施
(認定品:29品）

　戸塚の歴史に関する有識者の方などの協力を得ながら、歴史に関す
る知識や講話等の後世に残る資料・情報を保管するとともに、区制75
周年を契機として、戸塚の歴史をまとめた「とつか歴史ろまん（新装
版）」を発行(３月20日発売開始  発行部数2,000部)

・「アプリdeまち歩き」の開催(12月20日)

「旧東海道から見る戸塚の歴史」(７月22日～８月８日)
「アンダーパス開通記念　戸塚駅周辺変遷」(３月17日～３月30日)

　「ウナシー」の啓発活動や着ぐるみの貸出を実施
  (貸出実績:区役所内43件、外部54件)

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

【旧東海道ワークショップ】 

【戸塚区プラン・戸塚のまちづくり 】 

 【とつかブランド認定式】 

【とつか歴史ろまん】 

31
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34

区政推進課

35

地域振興課

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

①エコ啓発事業【1,163】

【単位：千円】

差引

事業名 実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

1,753

とつかエコライフ事
業

97

1,850

美化推進事業

決算

3,525

・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(10月、３月に花植え実施)

予算

　３Ｒ夢プランを推進するため、啓発・イベント等を地域の皆様や事
業者と協働して、実施(77回　9,538名参加)

④３Ｒ夢推進事業【587】

①美化推進員啓発清掃活動【866】

158

3,367

決算

予算

・環境啓発パネル展の開催(６月11日～30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29日　延べ1,763名参加)
・地域イベントへの温暖化対策啓発ブース出展(９月28日)

差引

　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:95回、東戸塚駅:96回)

③クリーンタウン横浜事業【1,879】

  街の美化・緑化活動に取り組む区民の方を表彰(６月17日開催の「ヨ
コハマ３Ｒ夢」戸塚区推進会議において実施)

②きれいな街づくり推進事業【35】

・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(週１回　52回)

カーボン・オフセット普及啓発補助金交付
(５団体)

②カーボンオフセット啓発事業【590】

【３R夢PRキャンペーン】 

【とつかエコフェスタ】 
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36 区民に身近な広聴・

相談事業

区政推進課

37

広

区政推進課

38 区総合行政推進事業

区政推進課

39 区役所職員研修事業

総務課

40

地域振興課

③責任職等人権研修【24】

　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(２社)

②区民相談事業【1,369】

区民利用施設管理運
営事務費

決算 1,494

415

　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
社への委託により実施

○調査期間:６月26日(木)～７月10日(木)
○調査対象:住民基本台帳を基に16歳以上の男女3,000人(うち外国

人33人)を無作為抽出
○回 答 率:53.6％(有効回答数1,607通)
○調査結果:調査報告書(詳細版、概要版)をホームページにて公表

①職員研修【824】

区民利用施設管理運営事務費【1,494】

・グループ研修を実施(22回)

区総合行政推進事業【2,094】

区民利用施設を円滑に管理・運営するために必要な事務経費

・責任職を対象とした全体研修を実施(６月24日･26日)

　区民ニーズを的確に反映し事業を実施するため、区民意識調査を実
施

・「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)

・各種専門相談員による特別相談を実施(通年)

・区民向け法律講座の実施(12月11日　52名参加)

差引

事業名

717

　広報よこはま戸塚区版を発行し、区民の皆様に、より分かりやすく
確実な情報を提供(月１回)

▲ 494

①広報よこはま戸塚区版発行事業【9,065】

10,776

②様々なメディアを用いた情報提供【994】

・「エフエム戸塚」による定期的な情報提供の実施
○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

広報事業の充実

・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)

決算

予算

2,094

1,017

チーム力の強化とお客様満足度向上を図るためのサービス研修(全３
回)や、思いやりのある窓口担当者を育成するゲートキーパー養成研修
(７月31日)を実施

②人権啓発講演会【169】

　区民の皆様を対象とした講演会を実施(２月25日　186名参加)

920

予算

差引 ▲ 97

差引

予算

予算 1,600

差引

予算

583

５　きめ細やかなサービスの提供

決算

3,741

10,059

決算

4,324

差引

③庁舎案内の充実【2,352】

▲ 1,079

決算

【単位：千円】

実施内容及び成果　 ※【  】 内は決算額

①広聴事業【20】




