
戸 塚 区 個 性 あ る 区 づ く り 推 進 費

令 和 ２ 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

区庁舎・区民利用施設管理費 556,241 14,375 2.6%570,616 542,980 27,636

1,296 24,030 388 1.6%

104,633 ▲ 241

統合事務事業費 55,850 54,209 1,641 55,684 166

31,087 345 31,654

701,116 29,742 716,558 14,300

令和２年度個性ある区づくり推進費  戸塚区予算

～こころ豊かに　元気なまち　「とつか」を目指して～

(単位：千円)

区　分
R2予算額

（A）
R1予算額

（B）
増減

（C=A-B）
増減率
（C/B)一般財源 特定財源

0.3%

▲ 0.7%

自主企画事業費　 104,392 103,927 465

統合事業費 24,418 23,122

▲ 222統合事務費 31,432

▲ 0.2%

   合 計 730,858 2.0%

戸塚区は、歴史の魅力や豊かな自然に恵まれ、世代を超えて、文化・スポーツも盛んで活気あふ

れるまちです。暮らし・学び・働き・訪れる、とつかに関わるすべての人が、人とのつながりを大

切にして、一層元気で笑顔あふれる、安全・安心なまちを目指します。「これからも住み続けた

い」という気持ちを持ち続けていただけるよう、区民の皆様、団体、企業や大学など多様な主体に

真摯に向き合い、協働して、“とつからしさ”や“とつかの魅力”を生かした取組を進めます。

＜戸塚区予算編成の基本方針＞
１ 人と人とがつながるまちづくり
２ 安全・安心を実感できるまちづくり
３ 誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり
４ 活気に満ちた魅力と豊かな自然あふれるまちづくり
５ 区民に信頼され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

施 策
R2

予算額
主な事業 主な取組内容

(単位：千円)

・様々なメディア・ツールを用いた情報提供の
実施

身近で親しみのある区
役所づくり事業

・庁舎等案内事業の実施

・旧東海道歴史と魅力を伝える案内サイン整備
事業の実施
・歴史を生かしたまち育て事業の実施

・エコイベントや環境パネル展の開催
・企業や大学等のSDGｓに関わる取組の展示イ
ベント等の実施

・おいしいおはなしよみきかせの実施
・幼児の食育教室の実施

・戸塚駅周辺バリアフリーサインの検討

1
人と人とがつながるまちづ
くり

18,801 

区民活動支援事業
・区民活動団体の支援
・読書活動の推進

とつか地域づくり支援
事業

・「地域の居場所」運営の支援

2
安全・安心を実感できるま
ちづくり

22,942 

「災害に強いまちとつ
か」に向けた防災・減
災強化事業

・地域防災拠点等の対応力強化
・マンション防災出前講座の開催

防犯力強化事業
・振り込め詐欺撲滅の啓発活動
・地域防犯活動拠点の支援

合 計 104,392 

5
区民に信頼され親しまれる
区役所づくり

6,202 

区民に身近な広聴・効
果的で分かりやすい広
報事業

3
誰もが安心して健やかに
暮らせるまちづくり

38,833 

子育て家庭のヘルス
アップ事業

戸塚駅バリアフリーサイ
ン検討事業

4
活気に満ちた魅力と豊か
な自然あふれるまちづくり

17,614 

旧東海道魅力アップ推
進事業

とつか環境未来エコラ
イフ事業
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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

増減 427

R2予算

③加入促進費【50】

3,071

・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、効果的なＰＲ活動を実施

・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

1,160

7,972

前年度予算

R2予算

1,364

7,988

・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

③とつか区民活動センター運営事業【5,615】

・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

・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

・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

②読書活動推進事業【400】
増減 ▲ 16

R2予算

◆ 令 和 ２ 年 度 自 主 企 画 事 業 費 事 業 別 説 明 書

１　人と人とがつながるまちづくり

増減

【単位：千円】

①とつか区民の夢プロジェクト補助金事業【1,957】

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

3,498

①仕分け配送業務【2,363】

前年度予算

・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

②自治会町内会長感謝会【1,085】

前年度予算

青少年健全育成事業 地域で育む青少年健全育成事業【1,160】

▲ 204

1,114

増減

・機運醸成を図るため、オリンピック・パラリンピックに縁のある人
物による講演会を開催

③区民栄誉賞事業【135】

R2予算 ②オリンピック・パラリンピック機運醸成事業【479】

①区民体育振興事業【500】

・区体育協会の事業及び運営に対する補助

1,114

スポーツ・レクリ
エーション振興事業

0

前年度予算

・スポーツ・文化の優秀な人材に対し、区民栄誉賞、奨励賞等を贈呈

【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）】
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5

区政推進課

6

地域振興課

1,150

100

①柏尾川周辺の環境整備【357】

とつか地域づくり支
援事業

・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

前年度予算 ②戸塚区民まつり事業【3,550】

【単位：千円】

増減

・地域で区民が主体となり、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

「地域の居場所」運営の支援【1,150】

R2予算

実施内容   ※【 】内は予算額

1,050

3,907

・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

153

3,754

R2予算

増減

事業名等

戸塚区民まつり事業

前年度予算

１　人と人とがつながるまちづくり

【戸塚ふれあい区民まつり】

【空家を活用した地域の居場所（にこにこハウス）】
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7 「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

8

地域振興課

9 防犯力強化事業

地域振興課

事業名等

【単位：千円】

実施内容   ※【 】内は予算額

２　安全・安心を実感できるまちづくり

①地域の防犯活動応援事業【2,080】

③区本部体制の整備【2,476】

10,443

▲ 35

増減 862

⑤「とつか減災フェア」の開催【2,357】

・防災活動や訓練内容の充実のため、地域防災拠点運営委員会や自治
会町内会等に、地域防災アドバイザーを派遣し、訓練や取組の支援を
実施

・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

・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

・防犯協会等の関係団体と連携し、特に被害の多い高齢者世帯に対し
て簡易型自動通話録音機等を使った啓発活動を実施

・「防災・区民マップ」等の広報印刷物による啓発を実施

④地域防災拠点等の対応力強化【2,170】

前年度予算 4,033

R2予算 4,895

・地域での自主防犯活動団体に対する活動助成

・地域防犯活動拠点の設置を推進

②子ども安全推進事業【1,185】

増減

・マンションにおける自助や共助の推進のため、マンション管理組合
やマンション自治会向けに、マンション防災出前講座を実施

・自治会町内会に啓発用物品を配布し安否確認訓練の実施を支援

▲ 1,367 ・各機関と連携した訓練を実施

11,810

・土砂災害や浸水等の対策にかかる資機材の購入、地域の方々への意
識啓発を実施

青少年防災対応力強化事業【450】

前年度予算

・中学生、高校生を対象に心肺蘇生の講習、放水体験、炊き出し体験
等の防災対応力強化研修を実施

・自助や共助の意識を高めるため、防災・減災啓発イベント「とつか
減災フェア」を区庁舎３階区民広間等で開催

前年度予算

増減

・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

②関係機関との連携強化【250】

①防災・減災啓発の実施【2,890】

R2予算

③戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【130】

④振り込め詐欺撲滅啓発事業【1,500】

485

R2予算

⑥土砂・浸水災害等対策【300】

・区内の各種イベントとあわせて防犯啓発活動を展開

・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

・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

青少年健全育成事業
（防災力強化）

・区本部の通信機能の確保、資機材の配備など必要な体制を整備

・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

450

・子ども110番の家プレートの作成・提供

【防犯キャンペーン】

【とつか減災フェア

(こども防災工作教室)】

【マンション防災講座（応用編）】

【模擬がれき救出訓練】

5



10

地域振興課

11

1,119

②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【608】

・ハチの巣に関する相談に対応し、駆除機材の貸出を実施

・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

②スクールゾーン対策【4,736】

864

事業名等

・スクールゾーンの路面表示等の設置及び補修

交通安全・放置自転
車対策事業 ・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、ランドセルカバーの配布（新１年生）

5,171

食と暮らしの安全・
安心応援事業

・自転車等放置防止推進協議会に対する
補助

6,035

・地域猫活動の啓発とともに、ボラン
ティアと連携して飼い主のいない猫の
不妊去勢手術等の実施を推進

③放置自転車対策事業【479】

・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

①食中毒・感染症・薬物乱用防止等対策事業【511】

・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

【単位：千円】

・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

前年度予算

▲ 44

実施内容   ※【 】内は予算額

２　安全・安心を実感できるまちづくり

増減

前年度予算

R2予算

生活衛生課

R2予算

増減

1,163

・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
・食中毒・感染症予防・薬物乱用防止啓発のパネル展を開催
・区内大学等の学生に薬物乱用防止啓発チラシを配布

①交通安全啓発活動【820】

【秋の交通安全キャンペーン】

【食中毒・感染症予防・

薬物乱用防止パネル展】
【ペットの災害対策 地域防災拠点】
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12 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

13 とつか健康パワー

アップ事業

福祉保健課

14

福祉保健課

15

福祉保健課

・図書館司書による絵本の読み聞かせ、絵本に出てくる食べ物を使っ
た料理の試食、歯みがきレッスンによる体験型食育講座を実施

③おいしいおはなしよみきかせ【277】〈新規〉

・疾病を予防するための適切な口腔ケアの方法を周知・啓発するリー
フレットを作成

大学と連携した親子
健康づくり事業
【前年度：大学と連携した
子ども健康づくり事業】

R2予算

前年度予算

増減

933

1,143

前年度予算

・４～６か月の赤ちゃんとその親を対象に、親子の口腔ケア、離乳食
の進め方などの講座を実施。テキストを作成し、４か月健診時に配付

②保護者のお口の健康チェック【36】

・歯科関連イベントで歯周病チェックを実施増減

⑤災害時の口腔ケア啓発【116】〈新規〉

▲ 218

600

①はじめての歯ぴか教室【1,115】

・柏尾川ナイトラン講座（１コース４回）を開催し、スロージョギン
グ®の実技指導等を実施

④幼児の食育教室【105】〈新規〉

・離乳食から幼児食へスムーズに移行できるよう、栄養士の講話、調
理実演と試食を実施

・健康について考える機会を提供し、生活
習慣病予防を意識づけしてもらうことを目
的に、親子参加型イベントを戸塚区内医療
系２大学や横浜市体育協会、企業や関連団
体と連携・協力して実施

子育て家庭のヘルス
アップ事業

R2予算 1,533

1,361

大学と連携した親子健康づくり事業【1,143】

前年度予算

【単位：千円】

３　誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり

・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

実施内容   ※【 】内は予算額

増減 203

・コンサルタントの助言等を得て計画策定、計画冊子を作成

2,804

①とつかハートプランの推進【417】

R2予算

・とつかハートプランや地域活動等を周知するための広報

⑤地域連携チーム研修【98】

・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

・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

1,825

R2予算

・計画の推進に沿った地域活動を支援するための補助

4,822

事業名等

④とつかハートプランの普及啓発【645】

増減 ③とつかハートプラン取組推進支援【806】

6,647 ②18地区情報共有連絡会の開催【141】
前年度予算 ・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

⑥第４期とつかハートプラン策定【4,540】

②団体の周知・活動支援【630】

④柏尾川ナイトラン【563】

①健康まつり【428】

・企業や地域団体に向けて、運動習慣のきっかけづくりを目的とした
スロージョギング®講座を開催

・保健活動推進員・食生活等改善推進員紹介
リーフレット等の作成及び地域活動を支援

・運動習慣の少ない世代を対象にマラソンとピクニックを掛け合わせ
た「マラニック」を区民と協働して実施。高齢者向け講座を新規開催

2,601

③マラニックイベント等【1,067】

【地域福祉保健活動

の目印

“こころんのぼり”】

【マラニック】

【健康まつり】

【はじめての歯ぴか教室】

【大学と連携した

親子参加型イベント】
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16

こども家庭支援課

17

こども家庭支援課

18 保育所地域子育てパ

ワーアップ事業

こども家庭支援課

前年度予算 2,353

・園児同士の交流と施設間のネットワークづくり
を目的に、年長児を対象とした交流保育を実施

・保育所入所案内の作成

【単位：千円】

３　誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり

・よりよい子育てのための対応のコツを盛り込んだリーフレットやク
リアファイルの配布など、子育て世代への虐待予防の啓発を実施

・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「２歳児講座」（育児支援講
座）を開催

R2予算

増減

増減

・妊娠期からの地域情報発信のため、子育てアプリの運営や情報誌の
改訂

①保育の質向上事業【786】

・子育て連絡会（区、地区別）を充実させ、子育て支援における課題
の共有を図るとともに、区域の子育て支援のネットワークを強化

・保育施設長研修を実施

・子育て支援団体や民間企業と連携し、親子の交流と子育てを楽しむ
環境づくりを進める「とことこフェスタ」を開催

・親子サークルの活性化を図るため、活動支援や交流会を実施

・地域と連携し、公園遊びの楽しさを伝え親子の関わりを深める「外
遊び応援事業」を展開

2,251

増減 139

2,696

・スキルアップのための保育士を対象とした
体験型防災研修の実施〈新規〉

・しつけに悩む養育者を対象に「親と子のコミュニケーション講座」
(育児支援講座）を開催

・女性とこどものための法律相談を実施〈新規〉

②保育所子育て支援事業【1,910】

・読書活動の推進のため、区内市立保育園において図書の貸出を実施

・育児不安を抱える養育者支援のため個別カウンセリングを実施

子どもを取り巻く虐
待予防環境づくり事
業

前年度予算

①健やか子育て応援事業【1,660】

②とっとの芽協働事業【2,678】

343

②養育者支援【1,421】

事業名等

子育て応援事業

・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）を実施前年度予算

・プレママとプレパパを対象に、妊婦・沐浴体験や先輩パパママとの
交流を通し、夫婦で子育てに取り組む意識を高め、産後の孤立を予防
する「お世話体験会」（土曜両親教室）を地域子育て支援拠点と協働
で実施

2,112

・子育てサポート連絡会（区・地区
別）における連携強化のための関係機
関への研修、情報共有を実施

・区民まつりなどのイベントや虐待防
止推進月間のキャンペーンにおける区
民への虐待防止の普及啓発を実施

R2予算

①子育てサポート連絡会関連事業【830】

4,496

R2予算 4,338

実施内容   ※【 】内は予算額

▲ 158

・市立保育所５園の巡回メールカー委託

・区内市立保育園にてランチ交流や園庭開放を実施

・虐待通告など緊急時の迅速な対応

【とつか とことこフェスタ】

【子育てサポート連絡会拡大研修会】

【交流保育

「東戸塚エリア５歳児交流」】
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19 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

20

高齢・障害支援課

21

高齢・障害支援課

22

区政推進課

R2予算

R2予算

戸塚区高齢者見守り
ネットワーク事業

126

・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

実施内容   ※【 】内は予算額

戸塚駅バリアフリーサイン検討事業【4,000】

・平成30年度に策定した「戸塚区バリアフリー基本構想」に基づき、
戸塚駅周辺の案内サインをより分かりやすいものにする検討を進める
とともに、施設設置管理者と事前調査・協議を実施

前年度予算 0

増減 4,000

・ひとり暮らし高齢者等が、地域での助け合い・支え合いによって住
み慣れた街で暮らし続けることができるよう、戸塚区地域包括ケアシ
ステム行動指針に基づき、各地区社会福祉協議会の訪問員（民生委員
等）により、定期的な「見守り・声かけ」活動を実施

とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業【9,133】

・レイアウト変更により託児や情報掲示スペース
を拡大

・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のレンタル
を実施

増減

・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

増減

・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

戸塚駅バリアフリー
サイン検討事業
〈新規〉

前年度予算 992

【単位：千円】

②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【1,056】

前年度予算 3,161

9,133

9

・行方不明高齢者の早期発見・保護のため、関係機関と連携した認知
症高齢者等SOSネットワーク「みつけてネット」を実施

・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

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」【1,001】

575

R2予算

～地域で支える～こ
ころの健康福祉ネッ
トワーク事業

8,558

1,001

・訪問事業代表者会議、研修会の開催

①地域ネットワーク訪問事業【858】

・区庁舎利用者への一時託児を実施

３　誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり

3,287

増減

前年度予算

③認知症高齢者等SOSネットワーク事業【373】

事業名等

R2予算 4,000

・早期相談につながるよう、リーフレットを作成し、関係機関に配架
〈新規〉

④地域包括ケアシステム構築推進事業【1,000】〈新規〉

・地域社会での助け合い・支え合いのできる「地域包括ケアシステ
ム」を構築・推進

・各地域ケアプラザで実施する「地域ケア会議」の普及・啓発に資す
るリーフレットを作成

【みまもりネット連絡会】

【とつかの子育て応援ルーム「とことこ」】

【みまもりネット連絡会】
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23 とつかものづくり支

援事業

地域振興課

24 活気あるとつか商店

街支援事業

地域振興課

25

地域振興課

26 とつか音楽の街づく

り事業

地域振興課

3,326

前年度予算

事業名等

3,200前年度予算

3,700

500

R2予算

550

・戸塚ふれあい区民まつりチラシに同日開催の
商店会イベント情報を掲載し相乗効果で商店会
イベントをサポート前年度予算

・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

４　活気に満ちた魅力と豊かな自然あふれるまちづくり

・横浜トリエンナーレ2020の開催に
あわせてイベントを実施

1,381

増減

前年度予算

1,300

0増減

地域文化振興事業

R2予算

・商店会が自主的に開催するセミナーの講師謝金を交付することで人
材育成や販売促進をサポート

1,300

・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する
ほか、商店会との連携による「とつかはし
ご酒ライブ」など、街の活性化を図るイベ
ントを開催

②トリエンナーレ応援事業【300】

②とつかストリートライブ【3,600】

【単位：千円】

①戸塚ものづくり自慢展実施事業【1,976】

・商店会の集客を図る啓発品を作成し各種イベ
ントで配布

550

R2予算

増減

②個人商店魅力アップ事業【250】

①戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【1,000】

1,945

0

①区民広間コンサート【100】

実施内容   ※【 】内は予算額

・区内企業紹介冊子版下を作成し、企業支援やＰＲを実施〈新規〉

増減

・製品の展示や実演などを通じて区内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区内中小製造企業紹介事業【1,350】

・ヨコハマテクニカルショウ「横浜ものづくりゾーン」への区内
中小企業の出展

R2予算

・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

①商店街活性化事業【300】

【戸塚っ子いきいきアートフェスティバル】

【とつかはしご酒ライブ】

【商店会向けセミナー】
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27

地域振興課

28

地域振興課

29 とつか魅力再発見事

業

地域振興課

30 旧東海道魅力アップ

区政推進課

・より分かりやすい案内になるよう、旧東海道案内サインを更新

・食品ロス削減講演会等を実施

①きれいな街づくり推進事業【61】

・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

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

【単位：千円】

R2予算

・パネル展などによるチームのＰＲ

・区ホームページでチームの成績やトピックスなどを紹介

区内女子スポーツ普

美化推進事業

R2予算 1,595 ・地域、事業者、行政によるヨコハマ３Ｒ夢戸
塚区推進会議を開催前年度予算 1,375

・小学校と連携して学校前の歩道に花植えを実
施

増減 220 ②「花の小道」事業【222】

・家庭のベランダ等で気軽に使用できる
生ごみ処理器のモニター事業を実施

・プラスチックごみの発生抑制等を目指した
３Ｒ夢プランの啓発活動を実施

前年度予算

②歴史を生かしたまち育て事業【219】

・区民団体との協働による旧東海道魅力発
信イベント等を実施

①旧東海道の歴史と魅力を伝える案内サイン整備事業【845】

・「ウナシー」の啓発活動や着ぐるみの貸出を実施

　推進事業

・「旧東海道戸塚宿の歴史を歩く
散策マップ」のデザイン修正と増刷

・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

724R2予算

②スポーツ応援団【550】

・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

②ウナシー普及事業【280】

①ウナシーなぞとき広場【444】

増減

増減

③チーム紹介パネル展【600】

・街の美化やリサイクル活動・分別指導に取り
組む区民の方を表彰

４　活気に満ちた魅力と豊かな自然あふれるまちづくり

1,538

1,568

①女子スポーツ普及支援【418】

前年度予算

及･応援事業

増減 ▲ 58

30

R2予算 1,064

前年度予算 1,122

649

③３Ｒ夢推進事業【1,312】

75

【ニッパツ横浜FCシーガルズ サッカー教室】

【花の小道事業】

【生ごみ処理器モニター事業】

【とつか宿場まつり】
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31 とつかブランド向上

事業

区政推進課

32 とつか環境未来

エコライフ事業

区政推進課

33

土木事務所

②ＳＤＧｓの推進【567】

・区民まつりへのブランド店舗の出店等によるＰＲ

事業名等

605

4,581

1,859

・ガーデンネックレス横浜2020と連携し、
戸塚駅・東戸塚駅・舞岡駅・踊場駅周辺で、
地域・企業・商店会等と協働した花植え活動
などを行って「花できれいなまちづくり」を
実施

【単位：千円】

・「とつかエココーディネーター協議会」等と協働で、エコイベント
や環境パネル展を開催

①エコ普及・啓発事業【756】

・企業や大学等が実施するＳＤＧｓに関わる
学習プログラムを紹介する冊子を作成し、
区内小中学校の教員等に配布

とつか花できれいなまちづくり事業【1,859】

・企業や大学等のＳＤＧｓに関わる取組を、
パネルで紹介する展示イベントを実施

・ＳＤＧｓ未来都市である北海道下川町との交流

増減

増減

とつか花できれいな
まちづくり事業

R2予算

増減

前年度予算

▲ 80

123

前年度予算 1,200

685

R2予算

R2予算

1,323

「おいしいもの とつかブランド」の魅力向上【605】

前年度予算

▲ 2,722

実施内容   ※【 】内は予算額

４　活気に満ちた魅力と豊かな自然あふれるまちづくり

・「おいしいもの とつかブランド」のＰＲ冊子の印刷・配布

【舞岡エリアでの花壇作りの様子】

【ＳＤＧｓパネル展】
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34

区政推進課

35

総務課・区政推進課

５　区民に信頼され親しまれる区役所づくり

①広聴事業【328】

【単位：千円】

実施内容   ※【 】内は予算額

②様々なメディア・ツールを用いた情報提供【1,332】

R2予算

区民に身近な広聴・
効果的で分かりやす
い広報事業

【前年度：「区民に身近
な広聴・相談事業」と
「効果的で分かりやすい
広報事業」を統合】

・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・分
析

事業名等

前年度予算 3,122

1,660

・ホームページ、ＳＮＳ、コミュニティＦＭ、デジタルサイネージ等
での情報提供を実施

・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

身近で親しみのある
区役所づくり事業

【前年度：「区役所職員
人材育成事業」と「区民
に身近な広聴・相談事
業」の一部を統合】

・職員を対象とした人権研修の実施

②職員研修【280】

・職員の応対マナーや業務の質の向上を図るための研修を実施

③人権啓発推進事業【412】

・区民の皆様を対象とした人権啓発講演会を実施R2予算 4,542

71

前年度予算 1,589

①庁舎等案内事業【2,600】

増減

・マンションが増加する東戸塚駅周辺において、効果的な広報を行う
ため、駅周辺商業施設と連携し、行政情報の発信コーナーを設置
〈新規〉

⑤緊急的課題等への対応【500】

1,420

・庁内案内表示や窓口周辺備品の更新などの環境整備・機能強化

④区庁舎環境改善・機能強化【750】

・予算外の緊急課題等に迅速に対応

増減
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1

2

実施内容   ※【 】内は予算額

　1 広報よこはま発行事業費【10,135】

24,030

増減

◆令和２年度 統合事務事業費 事業別説明書

統合事業費 18区で共通している事業費

R2予算 24,418

統合事務費 区役所の業務執行に必要な事務経費【31,432】

R2予算 31,432 ・各課事務費

388

【単位：千円】

事業名等

　3 クリーンタウン横浜事業【2,592】

　4 消費生活推進員活動事業【1,010】

前年度予算 31,654

増減 ▲ 222

　　広報よこはま戸塚区版の発行に必要な経費

　2 市民相談事業費【1,894】

　　各種専門相談員による特別相談及び法律講座の実施に必要な経費

前年度予算

　7 青少年指導員事業【4,673】

　　青少年指導員協議会の事業及び運営に対する補助

　　各中学校区の実行委員会が実施する事業に対する補助

　　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に必要な経費

　　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

　5 緊急時情報システム運用事業【640】

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

　　緊急時情報システムの運用に必要な経費

　6 スポーツ推進委員支援費【2,269】

　8 学校・家庭・地域連携事業【1,025】

　9 健康づくり月間事業【180】

　　健康まつり開催に必要な経費
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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

②その他経費【1,977】

・上矢部地区センター駐車場賃借料

増減 289

地区センター等 ①地区センター指定管理委託料【244,186】

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㎡

R2予算 246,163

前年度予算 244,131

公会堂 公会堂指定管理委託料【31,508】

R2予算 31,508 ・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㎡

前年度予算 31,219

増減 2,032

35,463

増減 0

土木事務所 土木事務所管理費【12,515】

R2予算 12,515 ・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 11,640

増減 875

R2予算 80,301 ［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㎡

前年度予算 72,275

増減 8,026

◆令和２年度 区庁舎・区民利用施設管理費 事業別説明書

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

区庁舎等 ①区庁舎管理費【78,698】

②行政サービスコーナー管理費【1,603】

・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【35,463】

・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

R2予算 35,463

前年度予算
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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

前年度予算 7,800 ②区民利用施設修繕費【6,000】

増減 ▲ 450 ・公会堂、地区センター、老人福祉センター及び広場遊び場等の修繕
に関する経費

▲ 5

区庁舎・区民利用施
設修繕費

①区庁舎等修繕費【1,350】

・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R2予算 7,350

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【1,362】

・子供の遊び場、町のはらっぱ及び広場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13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

R2予算 1,362

前年度予算 1,367

増減

区スポーツセンター スポーツセンター指定管理委託料【41,983】

R2予算 41,983 ・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 39,774

増減 2,209

コミュニティハウス ①コミュニティハウス運営管理委託料・指定管理委託料【62,543】

【運営管理委託料】
   1 深谷小学校 平成２年開設　施設面積　189㎡
   2 東汲沢小学校    平成４年開設　施設面積　210㎡
   3 平戸台小学校    平成４年開設　施設面積　192㎡
   4 名瀬中学校 平成５年開設　施設面積　256㎡
   5 秋葉中学校 平成９年開設　施設面積　202㎡
   6 柏尾小学校 平成11年開設　施設面積　194㎡
   7 下郷小学校 平成13年開設　施設面積　328㎡
 【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　延床　378㎡

R2予算 62,543

前年度予算 61,372

増減 1,171

老人福祉センター 老人福祉センター指定管理委託料【43,340】

R2予算 43,340 ・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 43,066

増減 274

【単位：千円】

事業名等 実施内容   ※【 】内は予算額

R2予算 8,088 ・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 8,134

増減 ▲ 46

こどもログハウス こどもログハウス指定管理委託料【8,088】
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