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資料１

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）

※ 事業ごとの決算額を千円未満で四捨五入しているため、施策の計と自主企画事業費計は異なります。

自主企画事業費計 104,461 102,610 1,851

5
きめ細やかなサービ
スの提供

16,491 16,085 406

・区民に身近な広聴・相談事業
・効果的で分かりやすい広報事業

＜主な増減理由＞
入札による委託料の残

4
活気に満ちた魅力あ
ふれるまちづくり

18,300 18,192 108

・とつか音楽の街づくり事業
・区内女子スポーツ普及・応援事業

＜主な増減理由＞
入札による委託料の残

3
誰もが安心して暮ら
せるまちづくり

25,859 25,887 ▲ 28

・とつかハートプラン推進事業
・「地域の子育て支援者」アシスト事業

＜主な増減理由＞
のぼり旗作成による委託料の増

2
安全を実感できるま
ちづくり

17,895 19,097 ▲ 1,202

・「災害に強いまちとつか」に向けた防災・減災
強化事業
・防犯力強化事業

＜主な増減理由＞
来庁者用ヘルメット購入による消耗品費の増

1 地域の絆づくり 25,916 23,349 2,567

・区民活動支援事業
・とつか地域づくり支援事業

＜主な増減理由＞
補助金の残

施策 予算額 決算額 差引 主な事業と増減理由

合 計 696,500 694,685 1,815

592,039 592,075 ▲ 36 100.0

99.7

102.9▲ 90830,798 31,706

平成28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

560,369

差引 執行率(%)

1,851 98.2　　自主企画事業費 104,461 102,610

872 99.8561,241

　　一般管理費

戸塚区は自然・歴史などの魅力に加え、駅周辺の賑わいや、ものづくりの集積、文化・ス
ポーツ活動など先人たちの努力の賜物である戸塚ならではの魅力にもあふれています。

平成28年度は、区民の皆様に安心と安全を実感していただけるよう事業を展開するとともに、
こころ豊かで笑顔と元気にあふれるまち「とつか」を築くため、５つの施策を展開しました。

(１) 自主企画事業費決算額内訳
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資料１

（単位：千円）

※ 事業ごとの決算額を千円未満で四捨五入しているため、区分の計と合計額は異なります。

  統合事務費 30,798 31,706 ▲ 908

合　　　　計 592,039 592,075 ▲ 36

 区庁舎・区民利用施設修繕費 7,500 7,831 ▲ 331 地区センター等修繕費

 その他（広場・遊び場等） 1,506 1,170 336 こどもの遊び場　外

コミュニティハウス 58,451 58,521 ▲ 70 コミュニティハウス（８か所）

 区スポーツセンター 41,370 40,000 1,370 スポーツセンター

 青少年施設 7,900 7,940 ▲ 40 こどもログハウス

 老人福祉センター 42,512 42,552 ▲ 40 戸塚柏桜荘

 公会堂 34,526 34,742 ▲ 216 公会堂

 地区センター 240,794 240,910 ▲ 116 地区センター（６か所）

 区版市民活動支援センター 35,234 35,234 0 とつか区民活動センター管理費

 土木事務所 10,736 10,341 395 土木事務所管理費

  区庁舎・区民利用施設管理費 561,241 560,369 872

 区庁舎等 80,712 81,128 ▲ 416
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を支出しました。

(２) 一般管理費決算額内訳
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資料１

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 とつか地域づくり支

援事業

区政推進課

4 インターンシップ実

習生を活用した学生

モニター事業

区政推進課

◆ 自 主 企 画 事 業 費 事 業 別 決 算

１　「地域の絆」づくり

事業名等

【単位：千円】

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

H28予算 9,473

差引

決算

①配送委託業務【1,149】

・行政から自治会町内会への配布物の配送を委託により実施（通年）

H28予算 2,550 ②自治会町内会長感謝会【893】

決算 2,042 ・自治会町内会長感謝会及び自治会町内会長
永年在職者の表彰に係る経費（２月～３月）差引 508

③加入促進費【0】

・自治会町内会への加入を促進するため、区
内転入者にチラシを配布するなど、引き続き
可視化のＰＲ活動を実施（通年）

①とつカレッジ【68】

・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
（10月～11月、全５回、受講者数30人）

1,250

350

決算 7,956

1,517 ②とつか区民の夢プロジェクト事業【1,677】＜新規＞

・区内の団体が行う、魅力あふれる地域づくりの推進や、地域課題を
解決するために行われる自主的な社会的公共性を持つ活動への支援・
補助（「区民企画運営講座」と「とつか夢結び応援事業」を統合）
（４月交付、10団体）

③読書活動推進事業【204】

・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
講座やイベント等を開催（通年）

④とつか区民活動センター運営事業【6,007】

・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（通年）

①「地域の居場所」運営の支援【750】

・地域の居場所・拠点「ふらっとステーション・ドリーム」と「東戸
塚お茶の間♥楽交」への運営支援（通年）H28予算 1,600

②ハウスメンテの担い手養成講座【500】

・家具転倒防止や飛散防止フィルムの貼付など、
地域でのニーズが高く、かつ生活の安心・安全に
寄与するテーマを取り上げ、地域での支援活動を
行うための技術習得者を養成
（10月～11月、全３回、受講者数26人）

差引

75差引

学生モニターを通じた協働推進事業【45】

・インターンシップにおいて、戸塚区役所の職場で受け入れた学生に
モニターとして登録（新規29人）していただき、区事業において学生
視点が必要となった場合に協力を求めて、アンケートやイべントへの
参加など、継続して区政とつながりをもっていただく。（通年）

H28予算 120

決算 45

【28年度実績】
・選挙について（アンケート）
・学生層へ向けた効果的なごみ分別啓発の方法について（座談会）
・エコ啓発イベント「とつかエコフェスタ」の運営スタッフ体験
・全国都市緑化よこはまフェアの運営スタッフ体験

【自治会町内会活動パネル展】

【ハウスメンテの担い手養成講座】

【とつかお結び広場（とつか

区民活動センター運営事業）】
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資料１

5

地域振興課

6

地域振興課

7

地域振興課

8

地域振興課

9

地域振興課

②戸塚区民まつり事業【2,900】

・ふるさと意識の醸成等を目的に実行委員会
が企画運営する「第40回戸塚ふれあい区民
まつり」（11月３日）及び「戸塚ふれあい
文化祭」（10月18～24日、28～30日）を協働
で開催するにあたり補助金を交付

①区民体育振興事業【500】

71

878

569決算

戸塚区民まつり事業

差引 43

青少年健全育成事業

決算 3,207

3,250

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

H28予算

H28予算

差引

【単位：千円】

１　「地域の絆」づくり

▲ 550

　・消費生活展(２月)、講演会(「食品の表示を見てみよう！
　～正しく選ぶ自分に合った食品～」９月、参加者数70人)の開催
　講習会の開催（７月お手玉、９月布草履、
　11月ファスナーポーチ、３月クラフトかご)、
　広報紙の発行(３月)など、消費生活推進員が
　区内全域を対象に実施する活動に対する補助及び
　消費生活推進員の地区での活動に対する補助(通年)
　・施設見学会(東京ガス(株)扇島LNG基地)

差引

差引

122 ※第25期戸塚区青少年指導員 209人
（３月末現在）

決算

スポーツ・レクリ
エーション振興事業

4,204

・申請団体への補助金交付（５事業）

①柏尾川周辺の環境整備【307】

・桜の開花時期に合わせ、訪れた方に憩いの場を演出するため、柏尾
川周辺でのぼんぼり点灯及び河川敷清掃を実施
（３月下旬～４月上旬）

事業名等

・区体育協会の事業及び運営に対する補助（通年）

2,648

1,000

・青少年指導員協議会の事業及び運営に対す
る補助（通年）

差引

・青少年指導員委嘱式の開催（４月７日）

4,326

青少年指導員事業【4,204】

・地域の特性を生かし、青少年の健全育成を目的として自主活動して
いる団体が実施する事業に対する補助（通年）

431

青少年指導員活動支
援事業

H28予算

地域で育む青少年健全育成事業【569】

地区活動経常費【1,428】

H28予算

2,719 ②スポーツ推進委員事業【2,148】

・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（通年）

決算

決算

かしこい消費生活事
業

1,428

H28予算

【区民まつり ふれあい商店街ステージ】

【全員研修会】

【区民まつり工作体験ブース】

【戸塚第一地区サマーキャンプ】

【施設見学会 東京ガス扇島LNG基地】
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資料１

10 「災害に強いまちと

つか」に向けた防災

・減災強化事業

総務課

11

地域振興課

7,954

差引

差引

H28予算

74

青少年健全育成事業
（防災力強化）

事業名等

・広報印刷物による災害対応に関する啓発の実施（通年）

①防災・減災啓発の実施【1,002】

430

・地域防災拠点の資機材購入等による支援（通年）

【単位：千円】

・区本部の通信機能の確保、災害現場活動用物品の配備など必要な体
制の整備（通年）

②防災連携訓練の実施【247】

決算

H28予算

④区本部体制の整備【5,703】

・区本部機能強化のため職員を対象とした危機対応等の訓練を毎月実
施（通年）

・防災講演会の開催（11月17日、参加者数約480人）

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

8,661

▲ 707

⑤地域防災拠点等の対応力強化【459】

２　安全を実感できるまちづくり

・住民、地元組織、企業、行政その他の関係機関が協力して災害対策
を実施するため、関係機関相互の連絡体制の確認、情報交換を行う災
害対策連絡会議を開催（６月16日）

青少年防災対応力強化事業【356】

・青少年指導員と協働で、中学生・高校生を対象とした体験型の災害
対応訓練を実施（11月27日）（区内中学校９校、参加者数68人）

○場所
　横浜市消防訓練センター
　 (戸塚区深谷町777番地)
○研修内容
１ＡＥＤを併用した心肺蘇生法・止血法講習
２トイレパック取扱、地下給水タンク取扱、はしご車搭乗・放水体験
　炊出し体験、模擬がれき救出訓練ほか
３防災クイズ（非常時持ち出し物品のクイズ）

・東戸塚駅周辺混乱防止対策訓練（２月16日）、戸塚駅地下施設浸水
対策訓練（９月29日）などの連携訓練や地域防災拠点に対する訓練支
援の実施（通年）

・「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災
害時のボランティア活動体制の強化（通年）

・「大震災発生時の減災行動を学ぶ」を目的に、幅広い年齢層の方々
が参加できる大規模な防災フェアを開催
（８月６日、参加者数約3,200人）

⑦土砂・浸水災害等対策【109】
・土砂・浸水災害等対策に関する意識啓発を行うとともに、対策用資
機材を購入（通年）

③関係機関連絡会議等の開催【43】

・防災ライセンスリーダーの支援やアマチュア無線協力会と連携した
通信体制の強化（通年）

⑥大防災フェアの開催【1,098】

決算 356

【夏休み大防災フェア】

【東戸塚駅周辺

混乱防止対策訓練】

【ＡＥＤ講習】

5



資料１

12 防犯力強化事業

地域振興課

13

地域振興課

14

【単位：千円】

4,960 ②スクールゾーン対策【4,209】

差引 ▲ 186 ・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（８月交付）

・スクールゾーンの路面表示等の設置及び補
修（９月～３月）

③放置自転車対策事業【453】

・戸塚駅・東戸塚駅周辺の自転車等放置禁止区域に監視員を配置
（通年）

・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
て区として助成を実施（28年度実績なし）

⑤振り込め詐欺撲滅啓発事業【802】

・各種団体の協力を得て高齢者見守り活動の際に、振り込め詐欺撲滅
の啓発物品を配布

交通安全・放置自転
車対策事業

①交通安全啓発活動【299】

・定期的な交通安全啓発キャンペーン（通年）、子ども・高齢者等を
対象とした交通安全教室の開催（通年）4,774

事業名等

H28予算

・自転車等放置防止推進協議会に対する補助（８月交付）

決算

4,305

差引

２　安全を実感できるまちづくり

H28予算

555

①食中毒・感染症等対策事業【346】

・子ども110番の家プレートの作成・提供（通年）

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

②子ども安全推進事業【89】

③戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【1,132】

快適な暮らし応援事
業～食の安全・生活
衛生強化～

432

・保育所、高齢者施設、配食サービス等を対
象とした衛生点検や講習会、手洗い実習（通年）

H28予算

▲ 259

4,564

④明るい街角づくり事業【0】

決算

②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【208】

・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（月１回、毎月10日）

・防犯啓発用ウナシーグッズの作成

・関係機関との連絡調整、総会の開催（通年）

・戸塚駅前などで開催される各種イベントとあわせて防犯啓発活動を
展開（通年）

・地域での自主防犯活動団体に対する活動助成（８月交付）

・地域防犯活動拠点の設置、維持管理等の支援（通年）

・青色パトロールを実施する団体へ回転灯の貸与、警察への申請支援
（通年）

①地域の防犯活動応援事業【2,541】

・区民広間で、食中毒予防対策を啓発する
パネル展を実施（７月21日～７月28日）

・区民広間で、ハチの巣対策やペットの
適正飼育を啓発するパネル展を実施
（６月６日～24日、８月12日～19日）

・ハチの巣に係る相談に対応し、駆除機材の
貸出を実施（通年）

差引 ▲ 123

生活衛生課

決算

【食中毒・感染症予防パネル展】

【ハチ対策啓発パネル展】

【夏の交通安全キャンペーン】
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資料１

15

福祉保健課
16 とつか健康パワー

アップ事業

福祉保健課
17 がんについて考えよ

う ～とつか がん対

策事業～＜新規＞

福祉保健課

18

福祉保健課

▲ 313差引

・健康福祉局と共催で、乳がん検診車による臨時
乳がん検診の実施（10月16日、参加者数35人）

・横浜薬科大学と協働で、学生を対象に禁煙教育を実施
（４月６日・11日、参加者数314人）

②団体の活動に対する支援と周知活動【408】

決算

とつか がん対策事業【905】

・がんの予防・治療に関する啓発を、区役所が
実施する健康づくりイベント等で実施（11月３日）

　・地区の活動を紹介した「こころん通信」の発行
　（６回(７・９・11・１・２・３月)）

③とつかハートプランの普及啓発【1,443】

・「とつかハートプラン補助金」の新設（８月）
・申請受付(９月１日～10月14日)、交付決定(６団体)(11月)

①とつかハートプランの推進【344】

①団体による健康啓発【974】

・地域包括ケアシステムの構築推進に向けた講演会の開催(２月13日)

・医師会をはじめとする健康づくり団体の企
画による「健康まつり」を開催し、区民の皆
様の生活習慣改善等に関する普及啓発を実施
（11月３日、参加者数9,116人）
・小中学生やその保護者を対象に、食生活等
改善推進員と協働で親子食育講座を開催
（年７回、参加者数延べ968人）

・乳がんの予防・治療の啓発として、専門医等
による最新の乳がん治療等の講演会を実施
（７月29日、参加者数455人）

決算

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

1,381

2,318

【単位：千円】

・とつかハートプラン策定・推進委員会の開催
（全２回(７月・２月)）
・地区別計画推進委員会の開催支援（通年）
・17地区情報共有連絡会の開催（全２回（10月・２月)）

決算

▲ 95

H28予算

事業名等 実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

・啓発のため「こころんのぼり」を作成、各自治会町内会へ配布
（11月）

差引

　・マスコットキャラクター「こころん」を活用した広告掲載
　（全12回）

④日常生活圏域内の生活支援サービスの構築【116】

・地域連携チーム研修の実施（全２回(７月25日・29日)）

⑤地域連携チームスキルアップ研修【30】

・未就学児と保護者を対象に、「親子のクッキングと歯みがきレッス
ン」を実施し、調理体験を通じて食事マナーや
食べることの意味を学ぶとともに、ブラッシン
グ指導を通じて噛むことや食生活がむし歯予防
につながることを体験
（６月～１月、計４回、参加者数延べ64組129人）

とつかハートプラン
（戸塚区地域福祉保
健計画）推進事業

・子育てに忙しい保護者の方を対象としたお
口の健康チェックを実施（６月～１月、計４回、64人）

子育て家庭のヘルス
アップ事業

・食生活等改善推進員、保健活動推進員の活動等を紹介する
リーフレットの作成や必要な教材等の購入（通年）

905

822

子育て家庭のヘルスアップ【790】

790

2,413

②とつかハートプラン取組推進支援【479】＜新規＞

差引

H28予算

差引 32

H28予算 1,068

H28予算

決算

1,000

95

【とつか健康まつり】

【調理体験実習】

【地域福祉保健活動の目印

“こころんのぼり”】

【講演会の様子】
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資料１

19 子育て応援事業

こども家庭支援課

20 「地域の子育て支援

者」アシスト事業

＜新規＞

こども家庭支援課

21 保育所地域子育てパ

ワーアップ事業

こども家庭支援課

・川上保育園の業務用生ごみ処理機リース料等(通年)

差引

・ランチ交流（170食）、園庭解放（参加者数7,127人）

③保育所エコ事業【49】

④保育所文庫【297】

▲ 98

⑤市立保育所運営経費【691】

決算

・子育て支援に関わるネットワーク会議「とつか子育て応援隊」の開
催（年５回）、地区別子育て連絡会の開催（10地区、延べ39回）

差引

2,264

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

決算

H28予算

差引

H28予算

H28予算

事業名等

②とっとの芽協働事業【2,475】

決算

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

・親子サークル間の交流会を実施（年２回、延べ16サークル参加）

①健やか子育て応援事業【1,468】

845

①戸塚区保育の質向上研修【219】

「地域の子育て支援者」スキルアップ事業【845】

3,756

3,944

▲ 188

・子育て中の当事者と地域で子育て支援に関わる団体とのつながりを
深めるために、「とつかとことこフェスタ」を開催
（９月10日、来場者数約1,500人）

・地域で子育て支援に関わっている方を対象に、「地域の子育て支援
者スキルアップ講座」を開催
（10月～11月、全３回コース、受講者数15人）
・講座受講者を対象に、フォローアップ講座を開催
（３月22日、受講者数13人）

・市立保育所５園の巡回メールカー委託（週１回、月初のみ２回）

・保育所入所案内の作成（7,000部）

・初妊婦とその夫を対象に、夫婦で協力し子育てに取り組む意識を高
めるため、夫婦のパートナーシップの重要性などの講座を開催
（年６回、参加者数延べ540人）

・乳児とその養育者を対象にひよこ会（赤ちゃん教室）を実施し、発
達に合わせた関わり方などの講話やアドバイス、個別相談を行うとと
もに、養育者同士の仲間づくりを推進
（通年、計180回、20会場、参加者数延べ6,097人）

②保育所子育て支援事業【1,106】

355

・地域での読書活動推進のため、保育園において、図書の貸出を実施
（利用冊数５園合計、6,372冊）

2,362

・区内の全保育施設を対象とした保育士研修「子どもを引き付けるコ
ツ」の実施（５月26日、参加者数95人）

1,200

【単位：千円】
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資料１

22

こども家庭支援課

23 とつかの子育て応援
ルーム「とことこ」
運営事業

こども家庭支援課

24 学校・家庭・地域協

働事業

こども家庭支援課

25 障害児スマイル事業

こども家庭支援課

26

高齢・障害支援課

差引

決算

　・地域住民や支援者を対象とした啓発講演会の実施
　（９月参加者数49人）

・各中学校区の実行委員会(11団体)が実施する、青少年の健全育成を
目的とした学校・家庭・地域が協働で行う事業に対する補助
（清掃活動や地域・保護者との懇談会など26事業）

②戸塚区精神保健福祉連絡会の開催と地域啓発【0】　差引

893

・就園前に発達障害等の不安を抱える親子を対象に、月１回の教室を
開催（参加者数延べ94人）

36

125

2,017

①地域啓発及び地域連携型の精神障害者地域生活支援の実施【893】

・区民を対象とした年齢別講演会の実施
（７月参加者数47人、10月参加者数19人）

900H28予算

7

決算

～地域で支える～こ
ころの健康福祉ネッ
トワーク事業

H28予算

③３歳児親子教室【467】

1,892

・７月28日に連絡会を開催。連絡会の今後について、２月及び３月に
自立支援協議会・精神保健福祉分科会の設置準備会を開催

・区内全10か所の地域ケアプラザで実施
　ア　「あったまり場」の開催　区内７か所　参加者数延べ402人
　イ　地域啓発研修の実施　　　区内７か所　参加者数延べ169人

②障害児の余暇活動支援事業【828】
　・地域ケアプラザへの委託により、障害児の余暇活動を支援
　（参加者数452人）

決算

▲ 81

904

5,223

940

1,903

決算

差引

学校・家庭・地域協働事業【904】

H28予算

子どもを取り巻く虐
待予防環境づくり事
業

1,984

①サポート連絡会関連事業【669】

H28予算

①普及啓発【596】

H28予算

・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（通年、利用者数1,677人）

5,254

差引

②親子ヒーリングルーム【318】

　・戸塚駅周辺で利用できるベビーカーレンタル
　事業を開始（６月～３月、利用件数283件）

とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業【5,254】

▲ 31

・育児不安を抱える養育者への個別カウンセリングの実施
（利用者数延べ30人）

差引

・「戸塚区地区別子育てサポート連絡会」（横浜市要保護児童対策地
域協議会戸塚区実務者会議地域版）の開催（全６回、参加者数84人）
・専門家を講師に迎えた拡大研修会の実施「こども虐待の現状と支援
　～性的虐待・DV被害母子への支援～」（１月25日、参加者数40人）

③虐待等相談の充実【998】

決算

・女性に対する配偶者等からの暴力に関する相談体制を強化（通年）

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

・子育て情報の収集や提供、ホームページを
活用した情報発信（通年、利用者数12,695人）

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

【とつかの子育て応援ルーム「とことこ」】
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資料１

27 高齢者見守り事業

高齢・障害支援課

28 とつかものづくり支

援事業

地域振興課

29 活気あるとつか商店

街支援事業

地域振興課

③徘徊高齢者SOSネットワーク事業【136】

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

1,432

　・パネルと展示物等により中小ものづくり事
　業者を紹介する「ものづくり自慢展」を開催
　（２月、来場者数1,700人）
　・区内企業の工場を区民が実際に見学する
　「とつか工場さんぽ」を実施
　（10月、参加者数90人）
　（株式会社大倉陶園本社、
　山崎製パン株式会社横浜第一工場）

▲ 132

決算

・高齢の方等が孤立せず安心して暮らし続けられるよう、地域全体で
の「ゆるやかな見守り」体制の充実を図るため、地域住民の皆様や民
間事業者の方々等が気がかりな高齢者等について、地域ケアプラザや
区役所へ連絡し、相談・支援につなげる「みまもりネット」を実施
（通年）

1,300

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

差引 129

H28予算

H28予算

【単位：千円】

・区内の商店街が表示された健康ウォーキングマップに、よこはま
ウォーキングポイントリーダー設置店の情報を別紙挟み込みにより配
付（通年）

③区内ものづくり商店街紹介事業【0】

・区内のものづくり商店の店舗・商品概要等
を区ホームページに掲載して紹介（28年度実績なし）

②商店街をめぐる健康ウォーキングマップ作成【691】

・地域全体での見守りを推進する広報紙「みまもりネット通信」発行
（12月）

事業名等

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

差引

決算

区内中小ものづくり事業者等紹介事業【1,432】

1,265 ・戸塚駅周辺の商店街と連携し区民まつり第40回記念イベントとして
クイズラリーを実施差引 35

①地域ネットワーク訪問事業【730】

・徘徊高齢者の早期発見・保護のため、関係機関と連携した徘徊高齢
者情報提供ネットワーク「みつけてネット」の実施（通年）

・区民広間を活用したパネル展などにより商店街ＰＲ活動を実施
（年３回）

H28予算

1,300

①商店街活性化事業【574】

②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【1,453】

決算 ・訪問事業代表者会議（７月・１月）、研修会の開催（２月）2,319

2,448

・各地区社会福祉協議会による訪問員（民生委員等）の、ひとり暮ら
し高齢者等への定期的な「見守り・声かけ」活動の実施（通年）

【単位：千円】

事業名等

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

　・協力事業者、関係機関等による連絡会の開催（７月・２月）

【みまもりネット連絡会】

【商店街パネル展】

【戸塚ものづくり自慢展】
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資料１

30

地域振興課

31 とつか音楽の街づく

り事業

地域振興課

32 区内女子スポーツ普

及･応援事業

地域振興課

33

地域振興課

・青少年育成に関わる団体等との協働により、小学校・中学校・高等
学校の枠を越えた合同の文化活動発表会
（10月１日、１月14日・15日）の開催支援、
補助金交付（参加者数約6,000人）

②第50回ｱｼﾞｱ開発銀行年次総会区連携事業【175】

・アジア音楽と舞踊の旅コンサート
（10月19日、来場者数410人）
（会場：戸塚区民文化センター）

・地域、事業者、行政による３Ｒ夢推進会議の開催（６月８日）

▲ 186

決算

決算

③クリーンタウン横浜事業【1,731】

・街の美化・緑化活動に取り組む区民の方を表彰（６月８日）

決算

差引

・区内開催試合の応援ツアーを実施
(10月16日、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ観戦ツアー)
・世界女子ソフトボール選手権大会に向けた応援旗製作
(６月29日、日立ソフトボール部山田選手に贈呈)

美化推進事業 ①美化推進員啓発清掃活動【846】

・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（年96日）

1,800

1,986

1,213

H28予算 3,434

差引

②きれいな街づくり推進事業【41】

・毎週１回戸塚駅周辺地区の清掃業務を委託
　（年52回）
・「花の小道」で必要な花苗・肥料等の購入
　（10月・３月）

④３Ｒ夢推進事業【845】

・ごみの発生抑制を目指した３Ｒ夢プランを
推進するための取組を実施（通年）

3,463

▲ 29

決算

地域文化振興事業 ①戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【1,000】

H28予算 1,000

▲ 175差引

1,175

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

とつか音楽の街づくり【1,986】

②スポーツ応援団【213】

差引 ▲ 3

①区内女子スポーツ普及支援【1,000】

・区内女子スポーツ団体による普及体験教室実施を支援
　○ニッパツ横浜ＦＣシーガルズによるサッカー教室
    (11月19日、横浜ＦＣ東戸塚フットボールパーク）※雨天中止
　○YOKOHAMA TKMによるラグビー教室
    (10月１日、明治学院大学横浜キャンパス)

H28予算 1,210

・チーム紹介パネル展などによるチームの紹介
(１回目　７月11日～７月20日、２回目　８月29日～９月８日、
 ３回目　３月21日～３月31日)

　・戸塚駅及び東戸塚駅周辺を中心に、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」を定期的に実施（延べ58組）
　また、サマフェス（とつかはしご酒ライブ）
　（８月、参加者数延べ約2,000人）やコンペティ
　ション（とつかソングコンテスト）
　(３月、来場者数延べ約360人）を開催

・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
区民広間で実施(全12回)(毎月２組出演、延べ24組287人参加)H28予算

【戸塚っ子いきいきアートフェスティバル】

【とつかストリートライブ】

【３Ｒ夢キャンペーン】

【TOP日本代表山田選手

への応援旗の贈呈】
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資料１

34 とつか魅力再発見事

業

②ウナシー普及事業【922】

　・着ぐるみの新規製作（３月）

③戸塚の歴史普及事業【36】

地域振興課

35 歴史を生かしたまち

育て事業

区政推進課

36 とつかブランド向上

事業

区政推進課

37 とつかエコライフ事

業

区政推進課

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

決算

①ウナシーなぞとき広場【253】

H28予算

・「とつかエココーディネーター」等と協働
で、エコ啓発イベント「エコフェスタ」を開
催（11月26日、参加者数延べ2,276人）

とつかブランド向上事業【994】

差引

　・「ウナシー」の啓発活動や着ぐるみの貸出
  を実施（通年）

・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
（７月30日、参加者数88人）1,211

決算

109

（とつか宿場まつり10月16日、参加者数
　1,900人）

①とつかエココーディネーター活動支援【354】

1,689

450

差引

・区民の皆様に対して、温暖化対策活動の普及啓発や情報提供の役割
を担っていただく「とつかエココーディネーター」の活動を支援
（通年）

▲ 761

・パネル展の実施（９月21日～９月30日）

H28予算

・「旧東海道戸塚宿の歴史を歩く散策マップ」
の増刷（12月）（5,000部）

・イベントへの出店（区民まつり、11月３日、３店舗）（ものづくり
自慢展：２月24・25日、４店舗）のほか、新たにホームページを作成
（12月）し、「おいしいもの　とつかブランド」のＰＲを実施
（通年）

　・「とつか歴史ろまん」売上代金収納委託（通年）

H28予算

・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

歴史を生かしたまち育て事業【753】

753

862

H28予算 1,114

決算 994

差引 120

決算

761差引

2,450

　・環境啓発パネル展の開催（６月６日～17日）

・身近にできるエコ活動、地球温暖化による影響への対策や「とつか
エココーディネーター」の活動等を紹介する冊子を作成
（３月、3,000部）

②エコ普及・啓発事業【1,335】

【ウナシーなぞとき広場】

【とつか宿場まつり】

【エコ啓発イベント】
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資料１

38 都市計画マスタープ

ラン・区プランの改

定事業

区政推進課
39 友好協定を生かした

地域活性化事業

＜新規＞

区政推進課

40 区民に身近な広聴・

相談事業

区政推進課

41

い広報事業

区政推進課
42 区役所職員人材育成

事業

総務課

※事業費の決算額は、千円未満を四捨五入しています。合計が合わないことがあります。

決算

895 ・戸塚区・北海道下川町地域活性化検討会開催
（６月９日、７月14日）

・友好交流協定都市である北海道下川町との関係を生かし、同町の素
材を活用するなどした製品の検討・開発を通じて地域の活性化を図
る。（通年）

・責任職を対象とした全体研修・グループ研修及び職員研修の実施
　（８月～２月）

①職員研修【366】

931

差引

②人権啓発推進事業【565】

H28予算

・区民の皆様を対象とした講演会を実施（２月）

940

決算

9

203

【単位：千円】

②区民相談事業【1,938】

H28予算

事業名等

・サービスを提供する職員のスキルアップ、マインドアップを図るた
めの研修や職員の業務知識向上のための研修等を実施（通年）

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

4,249

都市計画マスタープラン・区プランの改定【2,117】

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

2,480

決算 2,117 　・地区プラン改定のための基礎調査等（通年）

差引 363

差引

・区役所で各種専門相談員による特別相談を実施（通年）

　・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、素案を確定し、市民意見募集を経
　て、原案を作成（通年）H28予算

・区長が区内に施設を持つ事業所を訪問し、区役所との連携や企業の
社会貢献等について意見交換（第１回５月31日、第２回10月７日）

・戸塚区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（通年）

友好協定を生かした地域活性化【895】

900

決算

差引 5

・「おいしいもの　とつかブランド」に商品が
認定されているパン店３店舗で下川町産の小麦を
使用した新製品の販売（３月22日～４月５日）

①広聴事業【52】

・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
（通年）4,452

H28予算

５　きめ細やかなサービスによる親しまれる区役所づくり

・区民の皆様を対象とした法律講座を実施（年１回）

③庁舎案内【2,260】

・ホームページ、ツイッター、ケーブルテレビ（ジェイコム南横浜）
等での情報提供の実施（通年）

効果的で分かりやす ①広報よこはま戸塚区版発行事業【9,911】

・広報よこはま戸塚区版を発行（月１回）

H28予算 11,099 ②様々なメディアを用いた情報提供【994】

決算 10,905 ・コミュニティＦＭ（エフエム戸塚）による定期的な情報提供の実施
（通年）差引 194

【販売の様子】

13




