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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

※ 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。

２　事業費区分別内訳

（単位：千円）

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

18,226 17,763 463

・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

自主企画事業費計 104,932 103,059 1,873

3
誰もが安心して暮ら
せるまちづくり

26,465 25,496 969

・とつかハートプラン推進事業
・大学と連携した子ども健康づくり事業

＜主な増減理由＞
とつかハートプラン補助金の残

4
活気に満ちた魅力あ
ふれるまちづくり

18,069 18,898 ▲ 829

・活気あるとつか商店街支援事業
・区内女子スポーツ普及・応援事業

＜主な増減理由＞
スタンプラリー実施による委託料の増

1 「地域の絆」づくり 23,993 22,710 1,283

・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＞
とつか区民の夢プロジェクト補助金の残

2
安全を実感できるま
ちづくり

18,179 18,192 ▲ 13

・「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＞
ヘッドライト購入による消耗品費の増

98.9

99.516531,015 30,850

施策 予算額 決算額 差引 主な事業と増減理由

合 計 688,828 681,590 7,238

　　自主企画事業費 104,932 103,059

5,199 99.1552,881

　　一般管理費

平成29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

547,682

差引 執行率(%)

1,873 98.2

583,896 578,532 5,364 99.1

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、賑わいのあるまちです。区
民の皆様が「住んでいてよかった、これからも住みつづけたい」と思っていただけるよう、地
域の方々との協働により、また企業や大学とも力を合わせて、安全安心を実感できるまちづく
り、文化やスポーツを通じて一層元気なまちづくりを推進し、子どもから大人まで笑顔あふれ
る「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）

 その他（広場・遊び場等） 1,472 1,440 32 こどもの遊び場　外

  統合事務費 31,015 30,850 165

合　　　　計 583,896 578,532 5,364

 区スポーツセンター 40,000 40,000 0 スポーツセンター

 区庁舎・区民利用施設修繕費 6,900 3,185 3,715 地区センター等修繕費

 老人福祉センター 42,552 42,552 0 戸塚柏桜荘

 コミュニティハウス 58,521 58,521 0 コミュニティハウス（８か所）

 地区センター 240,988 240,904 84 地区センター（６か所）

 青少年施設 7,940 7,940 0 こどもログハウス

 土木事務所 11,315 11,062 253 土木事務所管理費

 公会堂 30,883 31,158 ▲ 275 公会堂

 区庁舎等 77,076 75,686 1,390
区庁舎、行政サービスコーナー
管理費

 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

区　　　　分 予算額 決算額 差引 説　　　　　明

  区庁舎・区民利用施設管理費 552,881 547,682 5,199

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

地域振興課

4

地域振興課

  ・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）

②読書活動推進事業【607】

1,190

②「とつかこども起業塾」事業【332】〈新規〉
　・区内の小学校高学年から中学生を対象に、店舗経営の楽しさと難し
　さを学ぶ講座を開催（８月～11月、全５回講座、参加者数30人）

・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（３月１日）差引 207

①とつか区民の夢プロジェクト事業【1,861】

H29予算

決算 3,095

決算 7,885

決算

238

・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、７事業）

③とつか区民活動センター運営事業【5,416】
　・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地域で育む青少年健全育成事業【810】青少年健全育成事業

48

3,131

青少年指導員事業【3,095】青少年指導員活動支
援事業

H29予算

差引

・青少年指導員協議会の事業及び運営に対す
る補助（通年）

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）

H29予算 8,123

差引

①仕分け配送委託業務【1,171】
・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）

H29予算 2,415 ②自治会町内会長感謝会【1,037】

決算 2,208

1,142

差引

36

◆ 自 主 企 画 事 業 費 事 業 別 決 算

　・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）

【自治会町内会活動パネル展】

【青少年指導員によるチャレンジフェスティバル】

【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 とつか地域づくり支

援事業

区政推進課

地域振興課

3,969 ②スポーツ推進委員事業【3,314】
・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

スポーツ・レクリ
エーション振興事業

43

・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41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13～22日）を協働で開催するにあ
たり補助金を交付

3,207

3,250

・区体育協会の事業及び運営に対する補助（通年）

3,814

差引 155

事業名等

①区民体育振興事業【500】

決算

550

かしこい消費生活事
業

859

6差引

H29予算

消費生活推進員事業【859】

865

決算

【単位：千円】

　・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～」10月、参加者数48人)の開催
　・講習会の開催（７月ファスナーブローチ、９月クラフトカゴ、
　11月クラフトテープで作るビーズストラップ)、
　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(６月、東京ガス横浜ショールーム）

１　「地域の絆」づくり

H29予算

決算

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

H29予算

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）

差引

「地域の居場所」運営の支援【500】

・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）H29予算 1,050

②戸塚区民まつり事業【2,900】

 8 戸塚区民まつり事業

500

差引

【区民まつり ふれあい商店街ステージ】

【新任者研修会】

【施設見学会 東京ガス横浜ショールーム】

【地域の居場所：東戸塚 お茶の間楽交】
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資料１

9 「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

10

地域振興課

▲ 28

H29予算

・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26日）（区内中学校８校、区内高校１校、参加
者数125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）

・戸塚駅地下施設浸水対策訓練（７月６日）
・戸塚駅周辺混乱防止対策訓練（２月22日)

　・区本部機能強化のため職員を対象とした危機対応訓練を実施(毎月)

　・区本部の通信機能の確保、資機材の配備など必要な体制の整備
　 (通年)

④地域防災拠点等の対応力強化【303】
・地域防災拠点における訓練への支援や資機材の購入などにより、震
災時における地域防災拠点の対応力を強化(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）

458

青少年防災対応力強化事業【458】

差引

青少年健全育成事業
（防災力強化）

430

２　安全を実感できるまちづくり

③区本部体制の整備【3,829】

　・広報印刷物による災害対応に関する啓発の実施（防災・区民マップ
　約10,000部発行）

②関係機関との連携強化【183】6,965

差引

⑤とつか減災フェアの開催【1,739】

　・区庁舎において、「防災講演会」と同時に、区民広間等を活用した
　防災・減災の啓発や催し物を行う「とつか減災フェア」を開催
　(12月９日、来場者数約800人)

⑥土砂・浸水災害等対策【13】

事業名等

　・「土砂災害警戒情報」の発表とともに避難勧告を一斉に発令する対
　象区域（通称：即時勧告対象区域）に避難行動の啓発チラシを配布
　（６月下旬、223世帯）

　・６月末に新規で追加された即時勧告対象区域内の世帯に説明会を実
　施（７月中、計４回）

　・土砂・浸水災害等対策に関する意識啓発を行った。（通年）

決算

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

決算

①防災・減災啓発の実施【1,523】

【単位：千円】

・住民、地元組織、企業、行政その他関係機関が一致協力して災害対
策を実施するため、災害対策連絡会議を開催(６月21日)

7,589

▲ 624

H29予算

【災害対応訓練】

【とつか減災フェア】

【戸塚駅周辺

混乱防止対策訓練】
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資料１

11 防犯力強化事業

地域振興課

12

地域振興課

13

②子ども安全推進事業【2,427】

▲ 194

4,786

２　安全を実感できるまちづくり

・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）

H29予算 ・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10日～14日）

・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）

差引

生活衛生課

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

③戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【399】

交通安全・放置自転
車対策事業

・スクールゾーンの路面表示等の設置及び補
修（９月～３月）

5,388

　・わんわんパトロールリード標の配付

決算

【単位：千円】

4,410 ②スクールゾーン対策【2,905】

③放置自転車対策事業【493】

事業名等

④振り込め詐欺撲滅事業【82】

差引

H29予算

4,980

978

・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

・子ども110番の家プレートの作成・配付（通年）
・防犯ブザーの作成・配付（４月）

①地域の防犯活動応援事業【2,071】

・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）

・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）

①交通安全啓発活動【1,011】

H29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

②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【429】

・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）

・関係機関との連絡調整、総会の開催（通年）

・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
（５月22日～６月16日、８月21日～31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 ▲ 145

快適な暮らし応援事
業～食の安全・生活
衛生の強化～

決算

610

755

・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）

・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）

①食中毒・感染症等対策事業【327】

【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

14

福祉保健課

15 とつか健康パワー

アップ事業

福祉保健課

16 がんについて考えよ
う ～とつか がん対
策事業～

福祉保健課

17

福祉保健課

②地区別情報共有会議の開催【33】
　・地区別計画の活動支援を行うため情報共有連絡会を開催
　（全２回：８月３日、２月15日）
③とつかハートプラン取組推進支援【593】
　・計画の推進に添った地域活動を支援するための「とつかハートプラ
　　ン補助金」の実施（６団体へ交付）
④とつかハートプランの普及啓発【1,872】
　・地区の活動を紹介した「こころん通信」の発行
　（６回：５月、７月、９月、11月、１月、３月）
　・啓発のため、回覧板に「とつかハートプラン」を紹介（２月）
　・マスコットキャラクター「こころん」を活用したメモ帳などの啓発
　　グッズの作成・配布（３月）
⑤地域連携チーム研修【75】
　・地域連携チーム研修の実施（全２回：７月６日、10日）
　　「地域連携チームの支援で地域課題を解決！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～市内の事例から学ぶ」

　・がん検診の重要性等がん全般の知識についての講演会を実施
　（12月15日、参加者数238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

事業名等 実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

決算

①とつかハートプランの推進【210】

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

H29予算

決算 630 　・健康づくりの各種イベントで啓発ちらしや
　　乳がん触診モデル、パネル等によりがん撲
　　滅を啓発（通年）

差引

700

H29予算 3,009

2,782

・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
（７月８日：18組36人、１月27日：21組43人）

H29予算 950

決算 971

差引 ▲ 21

②団体の活動支援と周知活動【700】

227差引

1,068

▲ 262

H29予算

決算 1,330

差引

　・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
　（４か月検診実施時：606人、歯科関連イベント：62人）

子育て家庭のヘルス
アップ事業

子育て家庭のヘルスアップ【971】

【単位：千円】

①団体による健康啓発【630】
　・医師会など健康づくり団体の企画による
 「健康まつり」を開催し、生活習慣改善に関
　する普及啓発を実施
 （11月３日、参加者数延べ7,928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校、参加者数延べ951人）

70

・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）

とつかがん対策事業【630】
　・健康まつりにおいて、横浜市がん検診受診を促進（11月３日）

・とつかハートプラン策定・推進委員会の開催
（全２回：９月８日、３月16日）
・地区別計画推進委員会の開催支援（通年）

【地域福祉保健活

動の目印

“こころんのぼり”】

【健康まつり】

【調理体験実習】

【講演会の様子】
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資料１

18 ～地産地消と名所め

ぐり～とつかウォー

キング推進事業

＜新規＞

福祉保健課

19 大学と連携した子ど

も健康づくり事業

＜新規＞

福祉保健課

20 子育て応援事業

こども家庭支援課

　・従来のウォーキングマップに、消費カロリー、
　富士見スポット、戸塚野菜等の直売所、地産地消
　レシピを追記したウォーキングマップを発行（25,000部）
　・区役所、地区センター、ケアプラザなど区内の
　施設で配布するとともに保健活動推進員に配布し活用

②ウォーキングイベントの実施【３】

　・マップのコースを利用したウォーキングイベント
　の実施
（１月30日：参加者数20人、３月28日：参加者数14人）

H29予算

【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）

①ウォーキングマップの改定増刷【356】

差引

4,411

　・将来の生活習慣病を予防するため、若年からの
　健康づくりを啓発する目的で、小学生から中学生とその親を対象に健
　康づくりに関するイベント（親子で体験ワクワクけんこうフェスタ）
　を戸塚区内の医療系大学や関係団体と協働で実施
　（８月20日、来場者数517人）

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

①健やか子育て応援事業【2,089】

・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177回、20会場、参加者数延べ5,469人）

・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594人）

子ども健康づくりイベントの実施【1,024】

H29予算 1,000

決算 1,024

差引 ▲ 24

②とっとの芽協働事業【2,203】

H29予算 610

決算 359

251

4,292

119

・親子サークル間の交流会を実施（年２回、延べ15サークル参加）

・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２日、来場者数約1,100人）

・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３回）、地区別子育て連絡会の開催（10地区、延べ34回）

差引

決算

【ウォーキングマップ】

【ウォーキングの様子】

※総事業費 859千円
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資料１

21 「地域の子育て支援

者」アシスト事業

こども家庭支援課

22 保育所地域子育てパ

ワーアップ事業

こども家庭支援課

23

こども家庭支援課

24 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

　・地域で子育て支援に関わっている方を対象に、「さまざまな子育て
　に寄り添う」をテーマに、家庭訪問と相談場面での対応についての講
　座を開催
　第１回　１月17日　こんにちは赤ちゃん訪問員対象（参加者数44人）
　第２回　２月13日　地域の子育て支援関係者対象　（参加者数15人）
　※30年度からは子育て応援事業へ統合

差引

②親子ヒーリングルーム【412】

　・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（通年、利用件数419件）

H29予算

・「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５回、参加者数81人）
・虐待防止月間、イベントにおける啓発
・子育て応援日めくりカレンダーの作成
（区内関係機関281か所に配布）

③女性福祉相談の充実【1,171】

差引

①保育の質向上研修【225】

▲ 99

③保育所エコ事業【81】

361

・川上保育園において、業務用生ごみ処理機を購入し、つくられた肥
料を活用して野菜を栽培。また、保護者・施設開放参加者等へ肥料を
配布(通年)

・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）

・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）

2,699

・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13,973人）

5,509

①子育てサポート連絡会関連事業【1,214】

とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業【5,509】

2,798

差引

・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
（年24回、利用者数延べ48人）

決算

▲ 17

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

H29予算

差引

530

事業名等

②保育所子育て支援事業【468】

H29予算

決算

1,764

・保育所入所案内の作成（7,000部）

子どもを取り巻く虐
待予防環境づくり事
業

1,918

・ランチ交流（178食）、施設開放等（参加者数延べ6,785人）

5,492

H29予算

決算

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

「地域の子育て支援者」スキルアップ事業【169】

・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1,614人）

154

④市立保育所運営経費【990】

決算

・区内保育施設の施設長を対象とした「保護者対応研修」の実施
(８月24日、参加者数50人)。また、区内保育施設の年長児を対象に交
流保育を実施(10月及び１月の計２回、参加者数延べ383人)

169

【とつかの子育て応援ルーム「とことこ」】【とつかの子育て応援ルーム「とことこ」】
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資料１

25 学校・家庭・地域協

働事業

こども家庭支援課

26

高齢・障害支援課

27 戸塚区高齢者見守り

ネットワーク事業

高齢・障害支援課

差引

　・事業周知のための広報区版への特集記事掲載（３月）

・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）

④地域包括ケアシステム構築推進事業【155】

精神障害当事者向けの活動支援の実施「あったまり場事業」【960】～地域で支える～こ
ころの健康福祉ネッ
トワーク事業

決算

・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
（３月）

　・協力事業者、関係機関等による連絡会の開催
　（８月30日、２月27日）

差引

1,010

決算

H29予算

・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
（清掃活動や花植え活動、講演会など27事業）

43

学校・家庭・地域協働事業【967】

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

【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

967

・地域包括ケアシステムの構築を推進する地域ケアプラザ職員等の資
質向上のための研修会の開催（11月６日）
・関係機関との協議・検討やGISデータの活用による区行動指針の作成
（３月）

③徘徊高齢者SOSネットワーク事業【158】

　・支えあいマップ作り（８月31日、９月12日、9月22日）

　・当事者相互の支えあいを通じたエンパワメント（力を伸ばす）を図
　るため、戸塚区生活支援センターや精神障害者を対象として活動する
　団体と連携し、身近な地域ケアプラザ(11か所)で障害当事者の活動を
　支援（通年）
　・区内全11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８か所　参加者数延べ463人）
　　イ　地域啓発研修の実施　　（区内７か所　参加者数延べ228人）
  　ウ　あったまり場連絡会の開催（６月22日、10月26日、２月22日）

・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）

決算

・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）

H29予算

①地域ネットワーク訪問事業【703】

990

②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【924】

H29予算

差引 137

960

　・研修会の開催
　　（６月27日、講演「住民主体の見守り支えあい活動の極意」ほか）

30

・訪問事業代表者会議（７月13日、１月31日）1,941

2,078

【みまもりネット連絡会】
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資料１

28 とつかものづくり支

援事業

29 活気あるとつか商店

街支援事業

地域振興課

30

31 戸塚音楽の街づくり

事業

地域振興課

差引

③個人商店魅力アップ事業【168】

差引

1,510

1,800

1,942

地域文化振興事業

事業名等 実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

・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）

決算

②商店街をめぐる健康ウォーキングマップ作成【260】

区内中小ものづくり事業者等紹介事業【2,004】

・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
布（通年）

1,616

とつか音楽の街づくり【1,942】

・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組約1,800人参加)

・「集客力アップにつながるSNS＆WEB活用法」をテーマにセミナーを
開催（９月27日、参加者数36人）

差引 ▲ 804

差引

　・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23日～24日、来場者数1,800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（２回）
　(1) 上矢部探検隊（８月３日、参加者数58人）
　　・株式会社アルプスカートン
　　・トヨタウエインズグループ株式会社
　　・東山工業株式会社
　　・株式会社パイオラックスメディカルデバイス
　(2) 冬の陣（12月８日、参加者数18人）
　　・株式会社パイオラックスメディカルデバイス地域振興課

決算

1,563

2,004

▲ 441

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

①商店街活性化事業【1,886】

H29予算

　・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」を実施
　○定期開催
　　（戸塚駅西口デッキ他、月１回、延べ58組出演）
　○サマフェス2017　とつかはしご酒ライブ
　　（８月８日～９日、38店舗参加、63組出演、参加者数約2,400人）
　○春フェス2018　第２回とつかソングコンテスト
　　 (３月３日、11組出演、来場者数約410人）

①戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【1,000】

H29予算 1,500

▲ 116

▲ 142

決算

決算

H29予算

H29予算

【単位：千円】

・戸塚駅周辺の商店街イベントと連携しスタンプラリーを実施
（11月３日）

2,314

　・上矢部高校陶芸部による焼き物教室（８月４日、参加者数53人）
　・ステージ発表（９月30日、１月13日：出演者数延べ1,343人）
　・区民広間にて作品展示（１月13日～14日、参加者数720人）
②ヨコハマトリエンナーレ2017応援事業【616】〈新規〉
　・曽谷朝絵ワークショップ「MIZUNOMICHI」
　（８月16日、来場者数310人）
　（会場：区民広間）

地域振興課

【スタンプラリー】

【戸塚ものづくり自慢展】

【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】
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資料１

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

34 とつか魅力再発見事

業

②ウナシー普及事業【127】

　・貸出用着ぐるみの製作（３月）

③戸塚の歴史普及事業【130】

35 歴史を生かしたまち

育て事業

区政推進課

　・チーム紹介パネル展などによるチームの紹介
 　(１回目　５月８日～19日、２回目　９月４日～14日、
　　３回目　３月21日～30日)

②スポーツ応援団【557】
　・区内開催試合の応援ツアーを実施
　（５月28日、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ観戦ツアー）

1,468

・「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【621】
・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）

美化推進事業 ①美化推進員啓発清掃活動【876】

決算

32

640

　・「ウナシー」の啓発活動や着ぐるみの貸出
  を実施（通年）

　・「とつか歴史ろまん」売上代金収納委託（通年）

・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【640】

672

差引 ▲ 258

①ウナシーなぞとき広場【451】

決算

・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）

差引

・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22日、参加者数170人）709

　・区ホームページでの情報発信（通年）

・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11日、横浜ＦＣ東戸塚フットボールパーク、参加者数61人）
　○YOKOHAMA TKMによるラグビー体験コーナー
    (11月３日、戸塚ふれあい区民まつり内、来場者数34,000人)

1,210

実施内容   ※【 】内は決算額（千円未満を四捨五入）

【単位：千円】

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

事業名等

H29予算

H29予算

・地域、事業者、行政による３Ｒ夢推進会議の開催（６月７日）

74差引

・毎週１回戸塚駅周辺地区の清掃業務を委託
　（年52回）

3,329

②きれいな街づくり推進事業【33】3,255決算

H29予算

③クリーンタウン横浜事業【1,725】

・街の美化・緑化活動に取り組む区民の方を表彰（６月７日）

決算

①女子スポーツ普及支援【911】

741

差引

32

H29予算

地域振興課

（とつか宿場まつり10月８日、参加者数1,800人）

　・「旧東海道戸塚宿の歴史を歩く散策マップ」
  の増刷（３月、5,000部）

　・パネル展の実施（８月14日～18日）

【ポイ捨て禁止啓発活動】

【シーガルズ観戦ツアー

エスコートキッズ】

【ウナシーなぞとき広場】

【とつか宿場まつり】

12



資料１

36 とつかブランド向上

事業

37 とつかエコライフ事

業

38 都市計画マスタープ

ラン・区プラン及び

地区プランの改定事

業

区政推進課

39 友好協定を生かした

地域活性化事業

区政推進課

1,761

区政推進課

決算

2,000

621

H29予算

差引 29

決算

H29予算 650

　・「おいしいもの とつかブランド」に商品が認定されている19店舗
　を対象とするスタンプラリーを開催
 （８月30日～11月30日、参加賞の引換：約530件、
  賞品への応募数：329件)
　・各イベントへ出展し、
　「おいしいもの とつかブランド」のＰＲを実施
　○区民まつり（11月３日）：２店舗
　○ものづくり自慢展（２月23日～24日）：３店舗

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

2,570

決算

H29予算

239

2,546

　・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及び事業者への
　企画・提案（４月～８月）
　・区内農家と事業者との仲介・調整（８月～９月）
　・事業者による下川町の小麦（ハルキラリ）と
　戸塚区産の梨を使用した地ビールの製造・販売（１月）

戸塚区と下川町の素材や地域資源を活用したまちの活性化【23】

524

決算

差引 24

　・市プランの改定（平成24年度）に伴い戸塚区プランを改定するた
　め原案を確定し、市民意見募集を経て都市計画審議会に付議し、３
　月に確定・告示
　・踊場地区プランの改定に向けて、北汲沢連合町内会・踊場地区連合
　町内会を対象とした検討委員会等を開催し、今後の都市計画（まちづ
　くり）に関する地元意見聴取を実施

H29予算

　・環境啓発パネル展の開催（６月26日～30日）
　・「とつかエココーディネーター協議会」等と
　協働で、エコ啓発イベント「とつかエコフェスタ」
　を開催（11月10日、参加者数延べ2,332人）

区政推進課

都市計画マスタープラン・区プラン及び地区プランの改定【2,546】

②エコ普及・啓発事業【1,429】差引

23

とつかブランド向上事業【621】

【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）

①とつかエココーディネーター活動支援【332】
・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）

501差引

【エコ啓発イベント】

【完成した製品のポスター】

13



資料１

40 区民に身近な広聴・

相談事業

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。

10,767

②区民相談事業【1,886】

・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）

・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【2,474】

・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)、
デジタルサイネージ(区庁舎内モニター)等での情報提供の実施（通
年）

効果的で分かりやす

H29予算 11,049

①広報よこはま戸塚区版発行事業【9,763】

　・臨所研修によるサービス向上研修を実施（10月）
　・福祉保健センター専門職を対象とした多職種連携と地域支援研修を
　実施（10月、１月）
　・データ研修、GISソフト導入と操作研修を実施（７月～３月）

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）

197

　・区内に施設を持つ事業所を区長が訪問し、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：６月12日、第２回：10月18日）

H29予算

・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）

⑤区政モニター

　・区民ニーズを的確に反映し事業を実施するため、区民の皆様の区政
　に対する満足度などのアンケート調査を実施
　(調査票発送及び回収：６月～７月、回収数(率)：1,593通(53.1％)、
  公表：12月)

　・区の施策に学生の視点を取り入れるため、横浜市インターンシップ
　事業において戸塚区の職場で受け入れた学生を区政モニターとして登
　録（新規21名）していただき、区事業に参加。
　<29年度実績>
　・エコイベント「とつかエコフェスタ」に運営スタッフとして参加
　・防災イベント「とつか減災フェア」に運営スタッフとして参加

6,547

①職員研修【312】

・広報よこはま戸塚区版を発行（月１回）

646

・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）

H29予算

差引 282

差引 ▲ 16

630

決算

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

②人権啓発推進事業【334】
　・障害者スポーツをテーマに区民の皆様を対象とした講演会を実施
　（２月、参加者数235人）
　・犯罪被害者をテーマに責任職を対象とした全体研修を実施、LGBTな
　どをテーマにグループ研修及び職員研修を実施（８月～２月）

②様々なメディアを用いた情報提供【1,004】
決算

決算

④区民意識調査【1,914】〈新規〉

【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）

6,350

①広聴事業【76】

区政推進課
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資料１

市民局

801

差引 ▲ 559

決算 170,981

戸塚区総合庁舎エス
カレーター設置事業

決算 314

H29予算

170,422

緊急時における迅
速、確実な連絡体制
の構築

　気象情報や避難勧告等の災害発生時の重要な情報について、電話（音
声データ）で自治会町内会長に一斉にお知らせする緊急時情報システム
の試行実施及び検証（戸塚区は30年１月開始）
　・平成30年３月末現在の登録者数　74人

H29予算

1,115

事業名等

≪参考≫区局連携促進事業

【単位：千円】

実施内容 

差引

　戸塚区総合庁舎の２階と３階を結ぶ大階段を撤去し、
エスカレーターを上り下り１台ずつ新設

【工事概要】
　29年６月～８月　設計
　29年９月～30年２月　工事
　30年２月19日　運用開始
　
　

総務局

※

※総事業費 260,422千円

区役所 各自治会・町内会
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