
　6月の「食育月間」と「歯と口の健康週間」に合わせ、都筑区
では「噛むことと食べることを親子で楽しもう」をテーマに
食育フェアを開催します。
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●横浜市全体の人口は、平成31年に約373万人をピークとして減少す
ると推計されていますが、都筑区は引き続き人口増が見込まれます。
●都筑区は他区と比べて、15歳未満の年少人口の割合が最も高く、平
均年齢が最も若いまち（27年1月1日時点で40.49歳）です。

●都筑区は65歳以上の人口増加率が18区の中でも高いことから、高齢
化のスピードが速く、今後は、年少人口と高齢者人口が逆転するこ
とが見込まれます。

●居住意向（都筑区に住み続けたいかどうか）については、「ずっと住み続けたい」
が49.6%、「当分は住み続けたい」が33.2%となっており、合計で82.8%と高く
なっています。（図2）
●過去1年間で社会貢献活動の経験がある人の割合は、「40歳代」から「70歳代以上」
が3割程度となり、「20歳代」と「30歳代」と比べて高くなっています。活動したいと
いう意向では、「70歳代以上」を除くと約4割となっており、活動経験がある人の割
合が低い「20歳代」と「30歳代」も、活動への参加意欲の割合は高くなっています。

未来につながる
まちづくり

横浜市全体・他区との比較から分かる傾向（図1） 区民意識調査から分かる傾向（図2）（図3）
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（図2） 居住意向（都筑区に住み続けたいかどうか）
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（図3） 社会貢献活動の経験と活動への参加意向（年代別）
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　都筑区は、15歳未満の年少人口の割合が18区で最も高く、平均年齢も最も若い活気のあるまちです。一方で、65歳
以上の高齢者人口が将来に向かって増え続けることが見込まれます。そのため、子ども・子育てへの支援に引き続き
取り組むとともに、高齢者がいきいきと活躍できるように取組を進める必要があります。
　そこで今年度は、平成27年度にまとめた2つの計画、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすための「第3期地域福
祉保健計画『つづき あい』」、区のまちづくりの基本理念や目標を定めた「都筑区まちづくりプラン」を推進し、都筑区
の将来に向けて新たにスタートする年として、具体的な事業・取組を進めていきます。
　都筑区は、これまで先人が築いてこられたものを受け継ぎながら、安全・安心で、区民の皆様がずっと住み続けたい
と感じていただけるよう、地域・団体・企業の皆様とともに、いきいき・にぎわい・つながりのある都筑区のふるさとづ
くりに取り組んでまいります。

都筑区長
畑澤 健一

自助・共助・公助による防災の
取組や地域の自主防犯組織に
よる防犯活動への支援などを
通じて、住み慣れた地域で誰もが
安心して暮らせるまちづくり

を推進します。

正確・適正・迅速な行政サービス
の提供、広報・広聴の充実、来庁者
満足度向上のための接遇向上・
サイン表示改善などにより、
共感と信頼の区役所づくり

を推進します。

子育てしやすい環境づくり、健康
づくりの支援やシニアの豊富な
経験を地域でいかせる取組など
により、誰もがいきいきと健やか
に暮らせるまちづくりを 

推進します。

区内に多くある農地や優れた技術をもつ
中小製造業、都筑区をホームタウンとして活躍
するプロバスケットボールチーム「横浜ビー・
コルセアーズ」、活発な区民活動など地域の
魅力をいかすとともに、東京2020オリン
ピック・パラリンピックを意識し、活力と
にぎわいあふれるまちづくりを

推進します。

安心して暮らせる
まちづくり

共感と信頼の
区役所づくりいきいきと健やかに

暮らせるまちづくり

活力とにぎわいあふれる
まちづくり

施 策 3

施 策 5
施 策 1

施 策 2

目標達成に
むけた施策
詳細は別刷り
4ページを
ご覧ください。

都筑区の現状

緑地保全や地球温暖化対策を推進
することで、環境に優しいまちづくり
を行うとともに、都筑区の地域資源で
ある緑道などの安全対策に取り組み、

豊かな環境をいかしたまち
づくりを推進します。

豊かな環境をいかした
まちづくり

施 策 4

都 筑 区 の 基 本 目 標

出典：H22横浜市統計ポータルサイト（推計値）、H27横浜市統計ポータルサイト（実数値） 出典：H27都筑区区民意識調査
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　災害時給水所の新しい標識デザインを市
民の皆さんの投票により決定しました。
　このデザイン標識は災害時給水所の目印
として、28年度から災害用地
下給水タンク（区内7カ所）など
に順次設置していきます。
担　当  水道局保全課
633-0174

都筑区内で実施される 主な事業平成 年度28
道路

防災

交通

まちづくり

環境

学校

健康・福祉

防犯 災害時給水所新標識が決定しました

1 横浜環状北線および関連街路の整備
　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
末開通（予定）に向け、首都高速道路㈱が整備を進めています。
横浜環状北線の整備に伴い、第三京浜道路の料金所を移設し、
平成28年度末（予定）に北線と第三京浜道路が接続します。
　詳しくはホームページをご覧ください。
担　当  道路局横浜環状道路調整課　 671-2778

2 横浜環状北西線および関連街路等の整備
　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、
事業期間を平成33年度までとしていますが、一日も早い完成に向け、横浜市と首都高速道路㈱が事業を進
めています。平成28年度は東名高速や第三京浜と接続する橋梁区間において、基礎工事や橋脚工事を進め
るなど、早期完成に向け、全区間において工事を推進していきます。また、北西線の関連街路として、北西
線・北線に乗り降りできる港北出入口と川崎町田線とを結ぶ川向線の整備を進めます。さらに、昨年度に
引き続き、都筑区川和町と緑区北八朔町を結ぶ、鶴見川に架かる橋を整備します。
担　当  道路局横浜環状北西線建設課　 671-3630

3 通学路等改良促進事業
　通学路に歩道がない、または狭い箇所については、歩道の設置・拡幅を行うことにより、安全な通学
が図られるようにします。区内では3か所で事業を実施しています。 
担　当  道路局施設課　 671-2785

きたせん 検索

18防犯灯の整備・維持管理　
　鋼管ポールLED防犯灯ESCO事業により、現在
自治会町内会が所有・維持管理している鋼管ポール
タイプの防犯灯について、平成28年度中にLED防
犯灯に更新します。
担　当  市民局地域防犯支援課　 671-3709

4 総合的ながけ地防災対策の推進　　
　平成28年の2月～3月に、都筑区の土砂災害警戒区域内にあるがけ地（約340か所）の現地調査を実施
しました。平成28年度は、調査結果を踏まえ、関係区局と連携し
た避難勧告対象区域の選定を行います。
担　当  建築局建築防災課　 671-2948

5 鶴見川水系の洪水対策
　鶴見川の洪水を未然に防ぐため、引き続き、河川内の樹木の
伐採と、堤防の点検を行います。
担　当  神奈川県 横浜川崎治水事務所　 411-2500

6 地下鉄駅 施設整備
　お客様に快適な駅空間の提供を目指して、平成28年度は次の工事等を実施します。
●エレベーターの更新（センター北駅）　●冷房待合所の新設（仲町台駅）
●内・外壁タイルの補修、グリーンラインホーム屋根の改修・延長（センター北駅・センター南駅）
　工事期間中は、駅構内の一部で通路の幅員が狭くなるなど、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解
とご協力をお願いします。 担　当  交通局建築課　 326-3815

7 自転車マナーアップ事業
　平成28年度から、「まもる」「はしる」「とめる」「いかす」の4つをテ
ーマにした「横浜市自転車総合計画」がスタートします。また、区
内のすべての駅で、放置自転車の撤去に加え、マナーアップなど
の声かけを行います。
担　当  道路局交通安全・自転車政策課　 671-3644

8 防火・防煙シャッターの危害防止装置の設置
　児童生徒にとってより安全・安心な教育環境を確保するため、全市立学校に、防火防煙シャッターへ
の危害防止装置の設置を平成29年度までに行います。
担　当  教育委員会事務局教育施設課　 671-3257

9 放課後キッズクラブへの転換
　横浜市子ども・子育て支援事業計画に基づき、平成31年度末までに全ての小学校の「はまっ子ふれあ
いスクール」を「放課後キッズクラブ」に転換します。平成28年度（平成29年春開設）は区内5か所での開
設を予定しています。
担　当  こども青少年局放課後児童育成課　 671-4152

10 ハマ弁（横浜型配達弁当）のスタート
　「横浜らしい中学校昼食のあり方」を踏まえ、 ハマ弁（横浜型配達弁当）を平成28年度中に全中学校で
段階的に実施します。
担　当  教育委員会事務局健康教育課　 671-3277

11学校司書の配置
　学校図書館の充実のために、学校司書を区内の全小・中
学校に配置します。　
担　当  教育委員会事務局指導企画課　 671-3265

12センター北市有地の土地利用計画の検討　
　平成28年度は、民間活力の導入を前提とした土地利用の可能性を探るための調査を行います。
担　当  文化観光局文化振興課　 671-3715

13駅周辺等の整備
　川向町南耕地地区について、地権者の意向をふまえて、インターチェンジ周辺にふさわしいまちづ
くりの検討を進めます。
　川和町駅周辺について、地権者の意向をふまえて駅前にふさわしいまちづくりに向けた検討を進
めます。
　東山田駅周辺地区については、地域住民のニーズを把握しながら、まちづくり計画の検討を進めます。
担　当  都市整備局市街地整備推進課　 671-3519

14ヨコハマ市民まち普請事業の推進
　地域のみなさまから提案された、工場と住宅が混在している東山田工業団地（準工業地域）にマッ
プ・サイン・掲示板を設置し、住民と企業の相互理解を深めるという取組に対して、整備助成金を交
付します。
担　当  都市整備局地域まちづくり課　 671-2679

15地域包括ケアシステムの推進
　団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても高齢者が住み慣れた
地域で自分らしい暮らしができるよう、医療・介護・予防・生活支援等が一体的に提供される『地域包括
ケアシステム』を構築します。生活支援コーディネーターの配置や、地域ケアプラザの体制強化などを
行います。
担　当  健康福祉局高齢健康福祉課　 671-3412

16よこはま健康スタイル推進事業
　市民の皆様が日常生活の中で、楽しみながら継続して健康づくりや社会参加に取り組んでいただく
ことを目的に、よこはまウォーキングポイント事業、よこはま健康スタンプラリー事業、よこはまシ
ニアボランティアポイント事業を推進します。
担　当  健康福祉局保健事業課　 671-3892

17緑地保全の推進
　まとまりのある樹林地を将来にわたり保全するために、市民の森として指定した池辺町地区（滝ヶ谷
戸）について、市民の皆様が身近に自然にふれあえる場として利用できるよう、昨年度に引き続き散策
路や広場等の整備を進めます。
担　当  環境創造局公園緑地整備課　 671-2651
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いきいきと健やかに暮らせるまちづくり

活力とにぎわいあふれるまちづくり

施策❶

施策❷

安心して暮らせるまちづくり

豊かな環境をいかしたまちづくり

共感と信頼の区役所づくり

施策❸

施策❹

施策❺

●こども・子育てへの支援
　こどもが健やかに育つよう、地域で子育て支援を実施している施設
や団体等のネットワーク化を支援するとともに、児童虐待を防止する
ために、啓発活動、相談体制の充実、個別事例の検討会等を実施しま
す。また、民間保育園も含めた保育職員研修や出張保育を実施して保
育の質の維持・向上を図ります。

●健康づくりの推進
　将来の高齢化に備えて、「健康寿命日本一」の都市を目指し、誰もがい
きいきと活躍できるよう、区の魅力資源をいかして、運動・食育・健診な
どこどもから高齢者まで各世代に応じた健康づくりを推進します。
 
主な取組
★運動に関する講演会の開催（10月）
●都筑ふれあい健康マラソン大会の
　開催（3月）

●高齢者の暮らしの支援
　高齢者が健康でいきいきとした生活ができるよう、シニアの豊富な
経験をいかし、介護予防や認知症予防の活動もできる地域づくりの
リーダーを育成するとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けて
医療・介護・地域の連携を強化します。

●魅力資源をいかしたにぎわいづくり
　文化、スポーツ、国際交流、商業団体など都筑区の特性をいかした
地域のにぎわいづくりを推進するため、区民文化祭の開催、都筑区
をホームタウンとして活躍するプロバスケットボールチーム「横浜
ビー・コルセアーズ」の応援、東京2020オリンピック・パラリンピック
に向けたイベント、アフリカやドイツとの交流、商店街の活性化など
に取り組みます。

主な取組
●都筑区民まつりの開催（11月）
●ドイツクリスマスマーケット in 
　都筑の開催（12月）
●都筑区民文化祭の開催（1～2月）
★オリンピック・パラリンピック出
　場経験者の講演会（8月）
★大ビーコル展（仮）の開催（9月）

●災害に備える自助・
　共助の推進
　大規模地震や風水害等による被害
を軽減するため、自助・共助について
啓発します。また、市民一人ひとりの
減災行動や地域における支えあいの
取組を支援することにより、地域防災
力の向上を目指します。

●地域での防犯・
　交通安全活動の支援
　区民の安全で安心な暮らしを実現
するため、交通事故防止啓発、地域の
防犯活動支援、放置自転車対策、消費
生活の推進、落書き防止啓発に取り組
みます。

●グリーンマトリックスをいかした
　自転車・歩行者安全対策
　自転車・歩行者の安全を確保して、快適で安心して暮らせるまちづ
くりを進めるため、自転車・歩行者の安全対策及びマナー啓発に取り
組みます。

●つづき水と緑の魅力アップと緑道再整備の推進
　全国都市緑化よこはまフェアを契機とした取組を進めるとともに、
区の魅力資源を多くの人に知っていただくために、「都筑区水と緑の
散策マップ」を広く利用していただけるようPRします。また、区の魅
力資源である緑道を次世代に引き継ぐため、再整備を進めます。

主な取組
★全国都市緑化よこはまフェアに
　向けた区内緑化の促進（～3月）
★「都筑区わが庭・花壇・菜園自慢」
　写真の募集
  （5月～12月）、展示（2月～3月）
★ゆうばえのみち再整備に向けた
　意見交換会及び工事の実施
  （～3月）
★せきれいのみち再整備に向けた意見交換会及び設計の実施（～3月）

●来庁者の満足度の向上
　区庁舎のサイン表示改善や、都筑区
窓口サービス標準「あったかハートつ
づき」宣言に基づいた窓口・電話応対
の徹底などにより、来庁者の満足度の
向上を図ります。
　また、風通しの良い職場づくりに努
めることで、区役所のチーム力を向上
させるとともに、職員の人材育成にも
注力して、信頼される区役所づくりを
進めます。

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。

★マークは平成28年度新規の取組です

問合せ  企画調整係　 948-2227　 948-2399 

都筑区 運営方針 検索

目標達成に向けた施策

ラジオ体操

元気づくりステーション

区民まつり

クリスマスマーケット 横浜ビー・コルセアーズ

つづき そなえ活動発表会

地域防犯活動

「都筑区水と緑の散策マップ」散策会

リニューアルされた案内サイン

子育てネットワーク交流会 外遊びキャラバン隊
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