
＊2ページ・3ページでは、「都筑区内で実施される主な事業」を紹介します。
重点的な取組についての、詳しい内容は 4ページへ！

につなぐ 　　　のつづき
平成25年度　都筑区

役所の運営方針の概要

　文化・スポーツや商業・工業・農業など、魅力
あふれる地域の特性を活かした事業に取り組
むことで、人が集う活気あふれるまちを目指
し、更なるにぎわいの向上につなげます。

魅力資源を活かしたにぎわいづくり
「メイドインつづき」の活性化　等

主な事業・取組

都筑区長

基本目標

施策2

まちがにぎわう

施策1

　子育て中の養育者への支援やこども・青少年の健
全育成などに取り組むことで、安心して子育てでき
る環境を整備し、将来を担うこどもが健やかに成長
できるまちをつくります。

いのちの教室
子育てへの支援
こども「租税教室」　等

主な事業・取組

　区内に残る緑地の保全や地球温暖化対策など
に取り組むことで、環境未来都市の取組を推進
し、豊かな環境を将来の世代に引き継ぎます。

「都筑区まちづくりプラン」の改定着手 等
主な事業・取組

施策4

豊かな環境を引き継ぐ

　新たな防災計画に基づいた減災対策
や健康・生活のサポートなどに取り組む
ことで、誰もが住み慣れた地域で安心し
て暮らせるまちをつくります

地域における
減災行動の推進
健康づくり
スタートアップ　等

主な事業・取組

安心して暮らす
施策3

　職員一人ひとりが区民の皆さんの
立場に立って考え、行動することに
より、区民に寄り添ったサービスを
提供することで、信頼される区役所
を目指します。

施策5

信頼される区役所づくり

こどもが輝く

　都筑区は、今後も商業施設開発や高速道路開通などが予定され、引き続きまちが発展し人口が増加していく
ことが見込まれています。新しく住まわれる人の多いまちとして、より一層、人と人とが直接向き合う機会を
多く持ち、地域の絆を築くことで皆が支え合いながら暮らす住みやすい地域づくりが求められています。
　平成２５年度の運営方針は、「地域　つながる　支えあう」を基本施策として掲げ、区役所全体で横断的に取り組みます。
　また、区民の皆さまと力を結集した「まちがにぎわう」施策、子育て世代が多く住まう区として「こどもが輝く」施策にも
力を注ぐほか、「安心して暮らす」「豊かな環境を引き継ぐ」ことにも取り組みます。
　こうした取組の推進により、こどもたちが自らを輝かせながら育ち、障害があっても高齢になっても全ての人が安心し、
活躍しながら生き生きと暮らし、未来への希望を感じていただけるよう「未来につなぐ 笑顔のつづき」の実現を目指します。

地域 つながる 支えあう

基本目標を
達成するために、
今年度は次の施策を
実施します。

～ずっと住み続けたい　都筑区を目指して～～ずっと住み続けたい　都筑区を目指して～

来未 顔笑

基本施策

4ページへ

地域がもっと元気になる“つながりづくり”
地域ぐるみの助け合い活動の推進
障害者と区民との相互理解と交流促進　等

主な事業・取組 4ページへ

4ページへ

4ページへ

4ページへ
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福　祉

道　路
横浜環状北西線・北線の整備
　横浜環状北西線（東名高速道路横浜青葉インターチェンジ～第三京浜道路港北イン
ターチェンジ）は、横浜市と首都高速道路㈱により、平成24年度から事業を進めています。
   横浜環状北線（第三京浜道路港北インターチェンジ～首都高速道路横浜羽田空港線生麦
ジャンクション）は、平成28年度の完成に向け、首都高速道路㈱により整備を進めます。
　関連街路である川向線等は横浜市が整備を進めます。　

　平成25年4月から、ペイジー収納が始まりました。ペイ
ジー収納とは、税金や公共料金、各種料金などの支払を、
インターネットや対応金融機関のATMから行うことがで
きるサービスです。金融機関窓口の営業時間外でも利用
可能です。ぜひご活用ください。
※インターネットを利用した納付には、事前に金融機関とイン

ターネットバンキングなどの利用契約が必要です。また、金融

機関によりペイジーへの対応状況が異なります。詳細は各金

融機関にお問い合わせください。

北西線担当 道路局 建設課 671-3558
北線担当 道路局 事業調整課 671-2780

1

まちづくり
駅周辺等の整備
　東山田駅周辺地区について、地域住民のニーズを把握しながら、まちづくりの方
法等を検討します。
　川和町駅周辺についても、地権者の意向をふまえてまちづくりに向けた支援を行
います。

担当 都市整備局 市街地整備推進課　　671-3513

7

地区センターなど公共建築物の改修
　市民利用施設等を長く使い続けるため、劣化調査に基づき、運営に大きく支障が
出る箇所の修繕を、都筑公会堂や地区センター等で行います。
●都筑公会堂講堂閉鎖期間／平成26年２月３日～３月31日（予定）
※舞台照明及び舞台設備の改修工事のため閉鎖します。

担当 建築局 保全推進課　　671-2961

8

　住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム、家庭用燃料電池システムの設
置に対し、補助を行います。

担当 環境創造局 環境エネルギー課　　671-4225

環　境
緑地保全の推進
　市民の森として指定した２地区（川和地区、池辺地区）について、自然にふれあう
場として利用ができるよう、広場や散策路の計画づくりや整備を進めます。

担当 環境創造局 公園緑地整備課　　671-3945

　また、早淵川沿いや区南部地域など区内に残る貴重な緑地について、将来に向け
保全していくために緑地保全制度の指定を積極的に進めます。

担当 環境創造局 緑地保全推進課　　671-2646

9

農園付公園の整備
　市民の農体験の場を増やすとともに、農景観を保全するために、既存の農地を活
用し、農体験施設を主とした農園付公園を大棚町に整備します。
●事業計画／平成25年度 基本・実施設計
 平成26～28年度 整備工事、供用開始

担当 環境創造局 緑地保全推進課　　671-2646
 公園緑地整備課 671-3945

10

温暖化対策の推進等
　都筑区区民利用施設（地区センター、地域ケアプラザ等）に「人感センサー」を設
置し、一部照明の自動点灯化をはかり、省エネルギー対策を進めます。
　また、持続可能な低炭素都市の構築と災害にも強いまちづくりを推進するため、
横浜スマートシティプロジェクトとして、家庭用エネルギー管理システム（HEMS）等
の設置に対し、補助を行います。

担当 温暖化対策統括本部 プロジェクト推進課　　671-4155

11

多機能型拠点北西部(仮称)の整備
　重症心身障害児・者など、常に医療的ケアが必要な人の地域での暮らしを支援する
ために、佐江戸町に施設の整備を進めます。この施設では、相談支援・診療所・短期入
所・日中一時支援・訪問看護・生活介護・居宅介護・地域交流事業などを行う予定です。
●運営主体／社会福祉法人キャマラード　●開所／平成25年10月予定

6

防　災
地域防災拠点への下水道管きょの耐震化
　地域防災拠点（都田小学校、都田中学校）へつながる下水道管きょの耐震化を進めます。

5

交　通
市営地下鉄グリーンラインのダイヤ改正
　グリーンラインは、平成26年３月に平日の朝のラッシュ時間帯に4本程度増発する
とともに、夕方のラッシュ時間帯の6分間隔の運行を午後10時台まで延長するなど、
利用者のニーズに合わせたダイヤ改正に取り組みます。

3

都市計画道路などの整備
　中山北山田線（緑区青砥町～都筑区グリーンライン川和町駅の区間）を平成25年
度末の開通に向け整備を進めています。開通により、川崎町田線の青砥交差点と横浜
上麻生線の川和町駅交差点が最短距離で結ばれ、ＪＲ中山駅周辺と港北ニュータウン
方面との交通利便性が向上します。 
　また、丸子中山茅ケ崎線（勝田橋付近）についても、平成25年度末の開通に向け整
備・改良工事を進めます。

担当 道路局 建設課　　671-3527

担当 交通局 高速鉄道本部運転課　　326-3856・3857

センター南駅外壁工事
　センター南駅は、建物全体の外壁補修工事を行います。駅舎全体に作業用足場を設
置することとなり、工事中は、駅舎周辺の歩道・通路や歩行者専用道路の幅員が狭くな
ります。ご理解、ご協力をお願いします。
●工事期間／平成25年７月中旬～平成26年２月中旬（予定）

4

担当 交通局 建築課　　326-3815

担当 環境創造局 管路整備課　　671-4314

担当 健康福祉局 障害支援課　　671-3560
担当 財政局 税務課　　671-2255

2

都筑区内で実施される 主な事業平成25年度
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基本施策
都筑区役所が実施する主な事業・取組都筑区役所が実施する主な事業・取組

さらに詳しい内容は、都筑区役所ホームページのほか、
区役所企画調整係、区役所総合案内窓口で
配布する冊子でご覧いただけます。

検 索都筑 区政運営方針

マークは平成25年度新規の取組です

区政推進課 企画調整係　　948-2225

　都市計画マスタープラン全市プラン改定に合わせ、将来を見据えた都市づくりを進めて
いくため、今後３か年をかけてまちづくりの目標や土地利用の指針となる都筑区まちづくり
プランの改定を進めます。

「都筑区まちづくりプラン」の改定着手

税務課　　 948-2265

　次代を担う児童生徒が税の意義や役割を正しく理解し、社会の
一員として自覚を持ってもらうことを目的に、小・中学生向けの
「租税教室」を、教育関係者及び税務関係者で構成される「横浜市
租税教育推進協議会」を中心に開催しています。
●主に小学6年生・中学生を対象に、租税教室を区内小中学校で開催
【講師となる税務署・県・市（区）の職員又は税理士等のうち、区職員が講
師で年4回（４校）以上開催】

こども「租税教室」

区政推進課 企画調整係　　948-2225

　区内の製造業・農業を活性化するため、製造業の持つ高度な技術や独創的な製品、
区内でとれた新鮮な野菜果樹などの「メイドインつづき」をPRし、販路開拓や地産地
消につながる支援を実施します。
●メイドインつづきフェスタの開催（10月）
●技術展示会への出展支援（２月）

●　 メイドインつづき情報サイトの作成（３月）
●都筑野菜朝市の開催（月２回・通年）

●障害者地域作業所の地域行事
などへの参加

●　 地域作業所と連携した特産
品の生産（３月）

●　食育フェアの開催（６月・400人）
●　ヘルスアップフェアの開催（9月）

●　つづきウォーク＆フェスタを活用した健康啓発の実施
（11月）

「メイドインつづき」の活性化

福祉保健課 運営調整係　　948-2342／事業企画係　　948-2344
高齢・障害支援課 高齢支援担当　　948-2306

　ひとり暮らし高齢者や災害時に支援が必要となる災害時要援護者が、地域で安心して暮
らせるよう、日頃からの地域ぐるみの助け合い活動を推進します。
●民生委員・児童委員によるひとり暮らし高齢者訪問活動の実施（全10地区）
●災害時要援護者支援活動「つづき そなえ」に取り組む連合自治会町内会を全15地区に拡充（２地区増）
●　 新たな災害時要援護者名簿提供方式への対応（通年）

地域ぐるみの助け合い活動の推進

総務課 庶務係　　948-2212／生活衛生課 環境衛生係　　948-2358
高齢・障害支援課 障害支援担当　　948-2316

　地域における「減災行動」を推進するため、「自助」「共助」をはじめとする区民の防
災・減災意識の啓発、障害児・者の地域防災拠点訓練への一層の参加促進、災害時の
ペット対策の啓発などに取り組みます。
●地域防災拠点訓練の実施（27拠点）
●　 地域防災拠点訓練等での災害時ペット対策の啓発（通年）
●グループホーム等の障害児・者の地域防災拠点訓練への参加（200人）、
　 地域と連携した移動支援訓練の実施

●防災マップ・ガイドマップを統合して配布（３月）

地域における減災行動の推進

　障害のある人とない人が理解と交流を深め、地域で顔の見える関係を築くため、
福祉農園や区民まつり福祉バザーを実施するとともに、地域防災拠点訓練や地域行事
への参加を推進・支援します。

障害者と区民との相互理解と交流促進
高齢・障害支援課  障害支援担当　　948-2316

福祉保健課 健康づくり係　　948-2350

　一人ひとりが自分に合った方法で健康づくりに取り組むことができるよう、市の健康
づくり計画「健康横浜２１」や「100万人の健康づくり戦略」に基づき、健康に関心を持
つ区民を増やすためのイベントを実施します。

健康づくりスタートアップ

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/
kikaku/housin-index.html

こども家庭支援課 こども家庭支援担当　　948-2318
保育運営担当　　948-2463

地域振興課　　 948-2231

　都筑区の地域特性を活かした文化、スポーツ、国際交流、商業団体が取り組む地域
のにぎわいづくりを推進するため、緑道を利用した区民ロードレース大会やドイツと
のゆかりを活かした「ドイツクリスマスマーケット in 
都筑」などの事業を支援します。
●アフリカ開発会議（TICAD）に関連する事業の実施（５、６月）
●都筑民家園でのアート事業の実施（10～11月）
●都筑・ドイツ交流イベントの実施（12月）
●都筑区民ロードレース大会の実施（３月）
●商業団体が取り組むイベントの支援（通年）

魅力資源を活かしたにぎわいづくり

ドイツクリスマスマーケット in 都筑

　将来を担うこどもが健やかに
成長できるよう、妊娠期からの子
育て支援の充実、保育所待機児
童解消の継続、育児不安を抱え
る養育者への支援事業等を実施
し、子育て中の養育者を必要な
支援へつなげます。
●両親教室の開催　平日：年48回、　 土曜日：年４回
●市立保育所を中心とした育児支援事業の実施（通年）
●育児不安を抱える養育者のための集団支援（年20回）、個別相談（年10回）
●　 保育所入所窓口で昼休み時間中も受付を実施（５月～）
●保育コンシェルジュ出前講座の開催（通年）

子育てへの支援

地域で開催されている赤ちゃん会の様子

命の授業の様子（都筑小学校）

地域振興課　　 948-2474

　地域の誰もが安心し、活躍しな
がら生き生きと暮らす住みやすい
都筑区づくりのため、魅力アップ
や元気づくりに取り組んでいる自
治会町内会や各種団体相互のつ
ながりを強化するとともに、地域
活動の担い手として活躍する人材
の発掘、育成の取組を進めます。
また、地域ニーズの把握や地域課題に迅速に対応する地区担当制
の充実を図るなど、「つながる」「支えあう」地域づくりを推進します。
●自治会町内会加入世帯数の増（1,500世帯以上）
●区民活動センター、地区センターを核とした人材の発掘・育成
●「元気な地域づくり推進事業」地区の活動支援（６地区以上）
●地区担当が収集した情報に基づく地域支援検討会議の開催（毎月）
●地域支援研修の実施（年４回）

地域がもっと元気になる“つながりづくり”

こども家庭支援課 青少年支援・学校地域連携担当　　  948-2471

　児童・生徒が、生命の尊さ、こ
どもを生み育てる喜びを実感
し、親への感謝の気持ちを高め
るために、小学校６年生、中学校
１年生、２年生を対象にいのちの
教室を実施します。
●小６：詩集「トツキトウカYOKOHA

MA」を活用した命の授業の実
施（２中学校区）

●中１：赤ちゃんとのふれあい体験事
業の実施（２中学校）

●中２：保育園での職業体験
（８中学校区）

いのちの教室

地域で活動している団体の活動報告・交流会

●　 基礎調査の実施（５～10月）
●　 地域のつどい等を活用した区民意見の聴取（～12月）

●　 改定方針（改定のポイント、スケジュール等）の策定（２月）
●　 改定素案の作成に着手（２月）
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●福祉農園、区民まつりへの障害児・者の参加（約600人）
●グループホーム等の障害児・者の地域防災拠点訓練への
参加（200人）、　 地域と連携した移動支援訓練の実施

まちがにぎわう施策1 こどもが輝く施策2

安心して暮らす施策3

豊かな環境を引き継ぐ施策4

平成25年度に

企画調整係　　948-2225　　948-2399問合せ
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