
戸 塚 区 個 性 あ る 区 づ く り 推 進 費

平 成 29 年 度 予 算 概 要



１　予算編成の基本的な考え方

２　戸塚区予算総括表

＜参考＞

※ 総事業費　260，422千円

合 計

   合　　　　　計 688,828 ▲ 1.1%

区庁舎・区民利用施設管理費 552,881 530,957 21,924

664,398 24,430 696,694 ▲ 7,866

(単位：千円)区局連携促進事業

561,435 ▲ 8,554

1,115
【総務局】
「緊急時における迅速、確実な連絡体制の構築」

0 1,115

171,537 0

30,720 295 30,798 217

▲ 1.5%

171,537

-

-

統合事務費 31,015

【市民局】
「戸塚区総合庁舎エスカレーター設置事業」 170,422 0 170,422 -

自主企画事業費　 104,932 102,721 2,211 104,461 471 0.5%

▲ 1.4%

0.7%

一般管理費 583,896 561,677 22,219 592,233 ▲ 8,337

平成29年度個性ある区づくり推進費  戸塚区予算案

魅力ある人とまち　笑顔あふれる「とつか」

(単位：千円)

区　分
H29予算額

（A）
H28予算額

（B）
増　減

（C=A-B）
増減率
（C/B)一般財源 特定財源

H29予算額
（A）

H28予算額
（B）

増減
(C=A-B)

※

増減率
（C/B)

  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

目指します。 

 
 ＜戸塚区予算編成の基本方針＞ 
  １ 「地域の絆」づくり 
  ２ 安全を実感できるまちづくり 
  ３ 誰もが安心して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 きめ細やかなサービスによる親しまれる区役所づくり 
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３　自主企画事業費の内訳

・広聴・相談事業
・戸塚区区民意識調査の実施

効果的で分かりやすい
広報事業

合　　　　　　計 104,932 

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 

区民に身近な広聴・相
談事業

3
誰もが安心して暮らせるま
ちづくり

26,465 

～地産地消と名所めぐ
り～とつかウォーキング
推進事業

大学と連携した子ども
健康づくり事業

・広報よこはま戸塚区版発行事業
・様々なメディアを用いた情報提供

4
活気に満ちた魅力あふれ
るまちづくり

18,069 

活気あるとつか商店街
支援事業

・「とつかはしご酒ライブ」の開催
・商店街のにぎわいを創出する個人商店向け
セミナーの開催

区内女子スポーツ普
及・応援事業

・区内女子スポーツチームと連携した小学生を
対象とした体験教室の実施
・スポーツ応援団（試合観戦促進）

・ウォーキングマップの改定
（区内の名所・消費カロリーなどの掲載）
・ウォーキングイベントの実施

・小学校高学年から中学生を対象とした人体の
仕組みや生活習慣病の原因などに関するイベ
ントを区内の医療系大学と実施

1 「地域の絆」づくり 23,993 

青少年健全育成事業
・「とつかこども起業塾」の開催
・地域で青少年の健全育成に取り組む団体へ
の補助

とつか地域づくり支援
事業

・「地域の居場所」運営の支援
・ハウスメンテの技術習得者による住まいの防
災・減災地域支援活動への助成

2
安全を実感できるまちづく
り

18,179 

「災害に強いまちとつ
か」に向けた防災・減
災強化事業

・防災・減災啓発の実施
・防災・減災イベントの開催

防犯力強化事業
・振り込め詐欺撲滅の啓発活動
・区内小学校１年生へ防犯ブザーを配布

(単位：千円)

施　　　　　策
H29

予算額
主な事業 主な取組内容
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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

地域振興課

4

地域振興課

◆平成29年度 自主企画事業費 事業別説明書

・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H29予算 8,123

前年度予算 9,473 ②読書活動推進事業【400】

増減

青少年指導員活動支
援事業

①とつか区民の夢プロジェクト補助金事業【2,209】

１　「地域の絆」づくり

事業名等

【単位：千円】

①地域で育む青少年健全育成事業【810】

②自治会町内会長感謝会【1,014】

・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増減

・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

▲ 135

H29予算

③加入促進費【100】

2,415

2,550

①仕分け配送業務【1,301】

前年度予算

実施内容   ※【  】 内は予算額

・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

▲ 1,350 ・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を開催

③とつか区民活動センター運営事業【5,514】

1,190

・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
さを学ぶ教室を開催。教室では市場調査等も実施し、子どもたちが自
ら商品を考え販売する体験を行う。

・青少年指導員協議会の事業及び運営に対する補助

・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

青少年健全育成事業

　・地域性を生かし、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

青少年指導員事業【3,131】

H29予算

1,000前年度予算

190

H29予算

増減

3,131

前年度予算 4,326

▲ 1,195

②「とつかこども起業塾」事業【380】　〈新規〉

増減

【自治会町内会活動パネル展】 

 【とつかお結び広場（とつか区民活動センター運営事業）】 

【大正地区夏休み社会見学会】 

【全体研修会】 
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5

地域振興課

6

地域振興課

7

区政推進課

8

地域振興課

かしこい消費生活事
業 ・消費生活展や講演会の開催、広報紙の発行など、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

・桜の開花時期に合わせ、区民の憩いの場を演出するため、柏尾川周
辺のぼんぼり点灯を実施

865

前年度予算

1,050

▲ 550

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「戸塚ふれあい区民まつ
　り」及び「戸塚ふれあい文化祭」を協働で
　開催するにあたり補助金を交付

地区活動経常費【865】

3,250

②ハウスメンテの担い手助成【300】

・家具転倒防止やガラス飛散防止フィルム貼りなど、日常生活の防災
知識と技術を習得した方が住まいの防災・減災対策に関する地域活動
を始める際の初期経費（機材購入費等）を助成

・地域で区民が主体となり、住民等が交流し、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経費等を支
援

戸塚区民まつり事業

H29予算

0

前年度予算

増減

H29予算

増減

【単位：千円】

①「地域の居場所」運営の支援【750】

1,250

前年度予算

・スポーツ推進委員委嘱式の開催

スポーツ・レクリ
エーション振興事業

3,250

・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

①柏尾川周辺の環境整備【350】

とつか地域づくり支
援事業

増減

①区民体育振興事業【500】

H29予算 ②スポーツ推進委員事業【3,469】

・区体育協会の事業及び運営に対する補助

3,969

878

2,719

増減 ▲ 13

1,600

１　「地域の絆」づくり

前年度予算

実施内容   ※【  】 内は予算額事業名等

H29予算

【研修会】 

【施設見学会：東京ガス㈱扇島LNG基地】 

【区民まつり ふれあい商店街ステージ】 
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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

青少年防災対応力強化事業【430】

・各機関と連携した訓練を実施

③区本部体制の整備【2,030】

0

事業名等

【単位：千円】

実施内容   ※【  】 内は予算額

・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毎月実施

・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

・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

⑤「減災フェアinとつか 2017（仮称）」の開催【1,100】

・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「減災フェアinとつか 2017（仮
称）」を開催

⑥土砂・浸水災害等対策【885】

前年度予算

・青少年指導員と協働で、高校生・中学生を対象とした青少年の防災
対応力を向上

④地域防災拠点等の対応力強化【650】

・土砂・浸水災害等対策に関する啓発を実施

430

430

増減

２　安全を実感できるまちづくり

7,954

②関係機関との連携強化【300】

H29予算

・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

6,965

▲ 989

前年度予算

増減

①防災・減災啓発の実施【2,000】

H29予算

青少年健全育成事業
（防災力強化）

・広報印刷物等による災害対応に関する啓発の実施

【戸塚区防災講演会】 

【模擬がれき救出訓練】 
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11 防犯力強化事業

地域振興課

12

地域振興課

13

③戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【315】

②スクールゾーン対策【3,308】

事業名等

【単位：千円】

4,774

③放置自転車対策事業【580】

・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

・ペット安心手帳の作成・配布により、
ペットの飼い主に向けた災害時対策や
マナー啓発を実施

・区民広間や地域防災拠点で、ペットの飼い主
に向けた災害時への備えを啓発するパネル展を
開催

・自転車等放置防止推進協議会に対する補助

・中学校を対象とし、プロのスタントマンが事故現場を再現するスケ
アード・ストレイト方式による交通安全教室を実施

・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、手洗い実習を実施

・子ども110番の家プレートの作成・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
普及と支援

・各種団体の協力を得て振り込め詐欺撲滅の啓発活動を行うほか、出
前講座を実施

・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

178増減 ・区民広間で、ハチによる刺傷事故防止や蚊の媒介感染症予防を
啓発するパネル展を開催

・ハチの巣に係る相談に対応し、駆除機材の貸出を実施

生活衛生課

H29予算

前年度予算

前年度予算

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

・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

4,786

・区民広間で、食中毒・感染症予防対策を啓発するパネル展を開催

②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【349】

H29予算

②子ども安全推進事業【1,185】

H29予算

増減

4,305

快適な暮らし応援事
業～食の安全・生活
衛生の強化～

・地域防犯活動拠点の設置の推進

④振り込め詐欺撲滅啓発事業【400】

614

610

２　安全を実感できるまちづくり

432

①食中毒・感染症等対策事業【261】

・スクールゾーンの路面表示等の設置及び補修

5,388

増減

交通安全・放置自転
車対策事業

①交通安全啓発活動【1,500】

・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、毎
月防犯啓発キャンペーンを実施

実施内容   ※【  】 内は予算額

①地域の防犯活動応援事業【2,886】

481

・落書き行為防止の啓発前年度予算

・安全教育及び防犯対策として区内小学校１年生を対象に防犯ブザー
を配布

・地域での自主防犯活動団体に対する活動助成

【年末の交通安全キャンペーン】 

【食中毒・感染症予防パネル展】 

【災害時のペット対策 パネル展】 
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14 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

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

④とつかハートプランの普及啓発【1,424】

・とつかハートプランを周知し、「こころん通信」の発行や“こころ
んマスコット”を活用した広報の実施と啓発グッズの作成

⑤地域連携チーム研修【105】

・地域との連携の中心となる地域連携チームが必要な知識・技術を習
得できるよう研修を実施

【単位：千円】

・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

0

1,000

・小中学生やその保護者を対象に、食生活等改
善推進員が企画に関わり親子食育講座を開催

・医師会などの健康づくり団体の企画による「健康まつり」を開催
し、生活習慣の改善に関する普及啓発を実施

とつかがん対策事業【700】

・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

実施内容   ※【  】 内は予算額

増減 128

①団体による健康啓発【630】

増減

前年度予算

691

1,068

前年度予算

H29予算

増減

・健康づくりの各種イベントで啓発物品や
パネルによるがん撲滅を啓発

1,068H29予算

前年度予算

700

増減

②団体の活動支援と周知活動【438】

▲ 300

③とつかハートプラン取組推進支援【1,210】

・計画の推進に沿った地域活動を支援するための補助

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【950】

950H29予算

前年度予算 822

2,318 ・地区別計画の活動支援を行うため情報共有会議を開催

②地区別情報共有会議の開催【40】3,009

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

H29予算

事業名等

①とつかハートプランの推進【230】

・とつかハートプラン策定・推進委員会の開催と地区別計画推進委員
会の開催支援

・健康まつりにおいて、横浜市がん検診受診を促進

・がんの最先端知識等の講演会を開催

・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

【とつか健康まつり】 

【地域福祉保健活動 

 の目印 

“こころんのぼり”】 

【調理体験実習】 

【がん対策講演会】 
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18

福祉保健課

19

福祉保健課

20 子育て応援事業

こども家庭支援課

H29予算

・乳児とその養育者を対象に発達に合わせた関わり方などの講話やア
ドバイス、個別相談を行い、養育者同士の仲間づくりを進めるようひ
よこ会（赤ちゃん教室）を実施

・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、小学校高学年から中学生を対象に人体の仕組みや生活習慣
病の原因、健康づくりに関するイベントを戸塚区内の医療系大学と協
働で実施

子ども健康づくりイベントの実施【1,000】

②ウォーキングイベントの実施【10】

H29予算 1,000

・自我が強くなる２～３歳児の養育者を対象に、子どもへの関わり方
を学び養育者の不安を解消するための育児支援講座を開催

・発達障害等の不安を抱える就園前の親子を対象に３歳児親子教室を
実施

②とっとの芽協働事業【2,387】

①健やか子育て応援事業【2,024】

増減

増減 655

前年度予算

増減

H29予算

4,411

前年度予算

610

前年度予算

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

事業名等

・妊娠期からのメールマガジン配信、とつか子育て応援ガイドブック
の作成により、子育てスタート期から地域情報を発信

3,756

・平成27年度に作成したウォーキングマップに、新たな区内の名所等
を記すとともに、コースを歩いた際の消費カロリーを記載し、その消
費カロリー相当の地産地消レシピを掲載するなど、
区民の皆様が楽しみながら運動を行う手助けと
する。

・ウォーキングマップのコースを実際に歩き、
区内の名所等を巡るウォーキングイベントの
実施

1,000

0

610

大学と連携した子ど
も健康づくり事業
〈新規〉

0

実施内容   ※【  】 内は予算額

①ウォーキングマップの改定増刷【600】

・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

・「外遊び」を通し親子の関わりを
深め、地域の交流や連携を図る

・親子サークルの活動支援を行うこと
で、サークルの活性化を図り、親子
サークル交流会を実施

・とつか子育て応援隊や地区別子育て連絡会の充実を図り、当事者、
支援者が連携する仕組みづくりを構築

～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〉

・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

※ 

※総事業費 1,110千円 

【ウォーキングイベント】 

【とつか とことこフェスタ】 
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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

・地域で子育て支援活動を行っている方が各自の子育て支援に役立て
るため、様々なコミュニケーションスキルを学び相談支援に関するス
キルアップを図る。

増減

・育児相談や園庭開放等、地域への子育て支援事業を実施

実施内容   ※【  】 内は予算額

・区内の全保育施設を対象とした保育士研修、交流保育の実施

530

2,699

・川上保育園の業務用生ごみ処理機リース料等

H29予算

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

H29予算

②保育所子育て支援事業【550】

③女性福祉相談の充実【1,140】

「地域の子育て支援者」スキルアップ事業【530】

①子育てサポート連絡会関連事業【1,145】

・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

・戸塚駅周辺で利用できるベビーカーレンタ
ル事業を行い、有効活用されるようＰＲを実
施

269

5,492

増減

【単位：千円】

事業名等

⑤市立保育所運営経費【950】

前年度予算

・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

前年度予算

子どもを取り巻く虐
待予防環境づくり事
業

1,918

796

H29予算

5,223

増減

・市立保育所５園の巡回メールカー委託

1,903

・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

前年度予算

増減

・区内市立保育園全園でランチ交流を実施

・保育所入所案内の作成

①保育の質向上事業【308】

④市立保育所食育向上事業【60】

③保育所エコ事業【50】▲ 346

1,200

H29予算

▲ 670

前年度予算 2,264

とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業【5,492】

・職員向け研修を行い、地域の子育て支援者との連携による地域全体
での子育てを支援

・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

②親子ヒーリングルーム【414】

・「地区別子育てサポート連絡会」による地域ごとの情報共有及び役
割分担やネットワークの推進等
・リーフレットやカレンダーの配布、横断幕の掲示、キャンペーンの
実施などによる区民への虐待予防の普及啓発

【とつかの子育て応援ルーム「とことこ」】 

9



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

高齢・障害支援課

940

▲ 370

前年度予算

④地域包括ケアシステム構築推進事業【220】　〈新規〉

前年度予算

増減 90

学校・家庭・地域協働事業【1,010】

①地域ネットワーク訪問事業【704】

・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で障害当事者の活動を支援

①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」【983】

・戸塚区生活支援センター等の区内関係機関で組織する精神保健福祉
連絡会の開催を通じて、ネットワークの構築や連携を強化

３　誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【  】 内は予算額

2,448 ・訪問事業代表者会議、研修会の開催

2,078

～地域で支える～こ
ころの健康福祉ネッ
トワーク事業

900

増減

・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

前年度予算

990

1,010

H29予算

70

戸塚区高齢者見守り
ネットワーク事業

・協力事業者、関係機関等による「みまもりネット」連絡会の開催

・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徘徊高齢者SOSネットワーク事業【144】

増減

・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

・高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けることができるよう
に、地域社会での助け合い・支え合いのできる仕組みづくりへ向けた
取組

②戸塚区精神保健福祉連絡会の開催【7】　

・各中学校区の実行委員会が実施する、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

H29予算

H29予算

②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【1,010】

・高齢者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

【みまもりネット連絡会】 
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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

30

地域振興課

31 とつか音楽の街づく

り事業

地域振興課

263

H29予算 1,800

1,800

0

・青少年育成に関わる団体等との協働により、
小・中・高校の枠を越えた合同の文化活動発表
会の開催支援、補助金交付

地域文化振興事業

1,500

・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（区民広間コンサート）

500増減

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

前年度予算

増減

・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

H29予算

戸塚区中小ものづくり事業者等紹介事業【1,563】

実施内容   ※【  】 内は予算額

増減

増減

・身近な場所で現代アートに触れてもらう機会として、区民向けの
ワークショップ等を実施

とつか音楽の街づくり【1,800】

・戸塚駅及び東戸塚駅周辺でのストリートライブを定期的に開催
　また、フェスやコンペティションを開催（とつかストリートライ
ブ）

①戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【1,000】

・区内の中小製造業者の販路開拓等支援のため、企業概要、製品概
要、特徴等を区ホームページに掲載し紹介

・音楽の街とつかをアピールし、街の活性化を図る「はしご酒ライ
ブ」を戸塚駅周辺で実施

・個人商店向けにセミナーを開催し、来店客数・売上アップをサポー
ト

・パネルと展示物等により中小製造業者を
紹介する「ものづくり自慢展」を開催

・普段公開していない工場を見学者が
巡る「オープンファクトリー」の開催

・区民広間やアートコリドーを活用したパネル展などにより商店街Ｐ
Ｒ活動を実施

②ヨコハマトリエンナーレ2017応援事業【500】〈新規〉

③個人商店魅力アップ事業【600】

1,300

①商店街活性化事業【650】

前年度予算

1,000

【単位：千円】

前年度予算

H29予算

②商店街をめぐる健康ウォーキングマップ作成【260】

H29予算 1,510

前年度予算

事業名等

1,300

1,563

210

・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

【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】 

【商店街パネル展】 
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32

地域振興課

33

地域振興課

34 とつか魅力再発見事

業

地域振興課

35 歴史を生かしたまち

育て事業

区政推進課

・小学生を対象に、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

672 ・「旧東海道戸塚宿の歴史を歩く散策マップ」の増刷

291

H29予算

450

増減

862

・戸塚区の歴史をまとめた「とつか歴史ろまん」
を販売

H29予算

前年度予算

▲ 190増減

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

事業名等

歴史を生かしたまち育て事業【672】

実施内容   ※【  】 内は予算額

・毎週１回戸塚駅周辺地区の清掃業務を委託

1,210

H29予算

②ウナシー普及事業【125】

・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

前年度予算

0

・「ウナシー」の啓発活動や着ぐるみの貸出を実施

①美化推進員啓発清掃活動事業【960】

・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

③戸塚の歴史普及事業【105】

・「花の小道」で必要な花苗・肥料等の購入

前年度予算

増減

及･応援事業

3,329

①ウナシーなぞとき広場【511】

④３Ｒ夢推進事業【359】

・区内女子スポーツチームによる小学生を対象とした体験教室の実施

【単位：千円】

①女子スポーツ普及支援【460】

増減

3,434

美化推進事業

▲ 105

前年度予算

・ラグビー、サッカー、ソフトボールの
市内開催試合について観戦を促し、区民が
応援する機会を提供

1,210 ・区ホームページやパネル展などによるチームの紹介

・地域、事業者、行政による３Ｒ夢推進会議の開催

③クリーンタウン横浜事業【1,895】

・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

②スポーツ応援団【750】

741

H29予算

・街の美化・緑化活動に取り組む区民の方を表彰

②きれいな街づくり推進事業【115】

区内女子スポーツ普

 【３Ｒ夢キャンペーン】 

【とつか宿場まつり】 

【YOKOHAMA TKM ラグビー教室】 

【とつか歴史ろまん】 
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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

38

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

650

・認定品を区内外の方へＰＲするスタンプラリー等の実施

・認定品のＰＲ機会を広げるため、区民まつり等のイベントに出店

４　活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

事業名等 実施内容   ※【  】 内は予算額

H29予算

2,570

▲ 376

・区内のイベント等に合わせ、商店街等の協力を得ながらＰＲを実施

前年度予算

増減

900

90

524

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【524】

①とつかエココーディネーター活動支援【500】

とつかブランド向上事業【650】

H29予算

2,480

・完成した製品のＰＲをするためのチラシ等を作成

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

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【2,570】

増減

・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）を改定

・地区プランの改定素案案を検討

前年度予算

【単位：千円】

前年度予算

増減 ・「とつかエココーディネーター」等と協働で、
エコ啓発イベントを開催

・温暖化対策活動の普及啓発や情報提供を行う「とつかエココーディ
ネーター」の活動を支援

H29予算

▲ 450

2,000

前年度予算

▲ 464増減

②エコ普及・啓発事業【1,500】

H29予算

1,114

2,450

 【エコ啓発イベント】 
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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

▲ 50

②様々なメディアを用いた情報提供【1,014】

・ホームページ、ツイッター、ケーブルテレビ等での情報提供の実施

11,099

▲ 310

・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

940

増減

増減

前年度予算

前年度予算

H29予算

・区役所で各種専門相談員による特別相談を実施

③庁舎案内【2,400】

②区民相談事業【1,905】

4,452

①広聴事業【72】

H29予算

前年度予算

【単位：千円】

実施内容   ※【  】 内は予算額

増減

6,547 ・区長が事業所を訪問し、区役所との連携や企業の社会貢献等につい
て意見交換

事業名等

・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

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

2,095

・区民向け法律講座の実施

⑤区政モニター【20】

・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
録し活用

・広報よこはま戸塚区版を月１回発行

①広報よこはま戸塚区版発行事業【10,035】効果的で分かりやす

・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

630 ・職員の業務知識向上のための研修等を実施

①職員研修【362】

H29予算

11,049

④区民意識調査【2,150】　〈新規〉

・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

②人権啓発推進事業【268】

・区民の皆様を対象とした講演会を実施

・コミュニティＦＭによる定期的な情報提供の実施

・サービスを提供する職員のスキルアップを図るための研修を実施
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【単位：千円】

区政推進課

こども家庭支援課

市民局

総務局

・地域住民や支援者を対象とした啓発講演会の実施

③３歳児親子教室【249】

・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

②障害児の余暇活動支援事業【1,262】

①普及啓発【506】

事業名等 28年度　 実施内容   ※【  】 内は予算額

◆ 終 了 事 業

・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

緊急時における迅速、
確実な連絡体制の構築

　電話（音声）を利用して、自治会町内会長に対して発信し、あわせ
て、双方向（返答）機能を活用したシステムを試行実施

前年度予算 0

増減 1,115

H29予算 1,115

前年度予算 0

増減 170,422

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【  】 内は予算額

H29予算

戸塚区総合庁舎エスカ
レーター設置事業

  来庁者の円滑な移動を確保し、エレベーターの混雑を緩和するためエ
スカレーターを設置し、来庁者を含む駅前施設利用者の利便性及び回遊
性の向上を図る。

【事業スケジュール（予定）】
～29年８月　　　　　設計
29年９月～30年２月　工事
30年３月～　　　　　運用開始

170,422

H28予算 120

障害児スマイル事業

H28予算 2,017

インターンシップ実習
生を活用した学生モニ
ター事業

学生モニターを通じた協働推進事業【120】

・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
学生モニターとして登録していただき、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。

≪ 参 考 ≫ 区 局 連 携 促 進 事 業

・区民の皆様を対象とした年齢別講演会の実施

※ 

※総事業費 260,422千円 

区役所 各自治会・町内会 
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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

◆ 平 成 29 年 度 一 般 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

  　［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㎡

区庁舎等 ①区庁舎管理費【75,383】

H29予算 77,076

前年度予算 80,906

②行政サービスコーナー管理費【1,693】

  ・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【35,234】

増減 ▲ 3,830

H29予算 11,315   ・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㎡

前年度予算 10,736

増減 579

  ・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床賃料
  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

H29予算 35,234

前年度予算 35,234

増減 0

土木事務所

公会堂 公会堂指定管理委託料【30,883】

H29予算 30,883

前年度予算 34,526

増減 ▲ 3,643

土木事務所管理費【11,315】

②その他経費【2,027】

  ・上矢部地区センター駐車場賃借料

地区センター等 ①地区センター指定管理委託料【238,961】

  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３,４,５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㎡

H29予算 240,988

前年度予算 240,794

増減 194

  ・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㎡
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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

12

　・各課事務費

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【  】 内は予算額

こどもログハウス こどもログハウス指定管理委託料【7,940】

H29予算 7,940   ・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㎡

前年度予算 7,900

増減 40

老人福祉センター 老人福祉センター指定管理委託料【42,552】

H29予算 42,552 ・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㎡

前年度予算 42,512

増減 40

コミュニティハウス コミュニティハウス運営管理委託料・指定管理委託料【58,521】　

 【運営管理委託料】
   1 深谷小学校　　　平成２年開設　約300㎡
   2 東汲沢小学校    平成４年開設　約300㎡
   3 平戸台小学校    平成４年開設　約300㎡
   4 名瀬中学校      平成５年開設　約300㎡
   5 秋葉中学校      平成９年開設　約300㎡
   6 柏尾小学校      平成11年開設　約300㎡
   7 下郷小学校      平成13年開設　約300㎡
 【指定管理委託料】
   8 倉田コミュニティハウス  平成18年開設　342㎡

H29予算 58,521

前年度予算 58,451

増減 70

区スポーツセンター スポーツセンター指定管理委託料【40,000】

H29予算 40,000   ・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㎡

前年度予算 41,370

増減 ▲ 1,370

区庁舎・区民利用施
設修繕費

①区庁舎等修繕費【2,600】

・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H29予算 6,900

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【1,472】

・広場、はらっぱ及び子供の遊び場(ちびっこ広場・青少年広場を除
く)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14か所　概ね100㎡以上
 　　小学校低学年対象　ブランコ・シーソー等設置
 ［町のはらっぱ］ 区内３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

H29予算 1,472

前年度予算 1,506

増減 ▲ 34

前年度予算 30,798

増減 217

統合事務費 区役所の業務執行に必要な事務経費【31,015】

H29予算 31,015

前年度予算 7,500 ②区民利用施設修繕費【4,300】

増減 ▲ 600 ・公会堂、地区センター、老人福祉センター及び広場遊び場の修繕に
関する経費
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