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民間の空きスペースを、マッチングサイトを介して区民が有効利用できるよう「スペースシェア」の
普及啓発に取り組むとともに、セミナーの開催など、シェアリングエコノミーを推進します。

オーラルフレイル予防の啓発強化、ウォーキングマップの充実等、身近なところで気軽に取り組
める『あおば健康スタイル』を展開し、「あおばに住んで、健康、長生き！」を推進します。

地域や関係団体等と連携し、子育てを支える仕組みづくりを進めます。転入者向けのまち歩きや
親育ち講座を開催するほか、子育て情報の提供を強化します。

高齢者のいる世帯への包括的支援連絡会を新たに開催するほか、青葉区版行動指針に基づ
き、地域包括ケアシステム構築に向けた取組を進めます。

ふれあいまつり・ふれあい農園を行うほか、自主製品販売促進の拡充、重度心身障害児者に関
する啓発に取り組みます。

区民・団体・企業との協働により、「青葉区民マラソン大会」を開催します。また、コミュニティライ
ブサイトを実施し、オリンピック･パラリンピック開催を盛り上げます。

児童虐待の未然防止に向けた相談が気軽に利用できるよう、見守り保育付きの相談を拡充しま
す。また、弁護士による法律相談を実施し、ＤＶ被害者が抱える法律的問題について、専門的知
見からの支援を行います。

400 千円

ご遺族に寄り添う手続き案内「おくやみハンドブック」を作成するほか、快適で居心地の良い区役
所を目指した区庁舎の環境改善、窓口の混雑対策、ＣＳ・ＥＳの向上等に取り組みます。

「青葉６大学連携学長会議」や「青葉６大学連携講座」の実施を通じ、大学と区とのさらなる連携
を促進します。

千円

耕作地域内の一部の通学路区間で行っている農作物への光害を考慮した電灯の実証実験区
間を拡大します。

区内の美味しい飲食店を「青葉ブランド」として認定していますが、青葉区の魅力を青葉ブランド
事業を通して区の内外に発信します。

居心地の良い区役所づくり 一部新規 12,811 千円 青葉６大学連携 継続

恩田町内の農道における電灯設置実証実験の拡大 新規
区局連携促進事業

で計上 青葉ブランド 継続

路面標示新設や電柱巻標識更新等のｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ対策のほか、交通安全の啓発を進めます。
芸術・文化の振興 継続

1,250

4,867 千円

地域における防犯活動の支援 継続 2,167 千円 青葉区民芸術祭やあおば美術公募展等の事業を通じ、芸術・文化に親しむ環境を醸成します。
また、特徴的な数々のアート資産などを活かした魅力発信を行うとともに、地域の歴史文化に触
れる講座や講演会などを実施します。

千円

電話を活用した災害時情報伝達システムの運用を行います。 防災・感染症情報や各種イベント情報などがスマートフォン・タブレット等で手軽に受け取れるよ
う、多様な情報発信を行います。また、行政情報等を区民によりわかりやすく広報するため、地域
メディアを活用した情報提供を行います。交通安全対策の推進 拡充 4,308 千円

区内で多発する特殊詐欺などの犯罪被害を防止するため、警察や関係機関等と連携した防犯
啓発、自主防犯活動支援の取組を充実します。

3,510 千円

体感型の防災啓発事業を新たに実施し、区民の自助・共助意識の向上を図るほか、避難所運営
機能の強化に向けた取組を進めます。また、定点診療拠点の整備、災害時のペット対策に引き
続き取り組みます。

これまでのフォトコンテストの作品を活用した区内の魅力スポット紹介冊子を新規作成します。ま
た、行政情報・地域情報をまとめた「ガイドマップ」を作成して転入者に情報発信します。

緊急時情報システムの運用 継続
統合事務事業費

で計上 スマートフォンアプリを活用した情報発信・メディアによる広報 継続 5,280

防災のまちづくり 一部新規 9,370 千円 広報・広聴事業 一部新規

20,486 千円

主な事業・内容 予算額 主な事業・内容 予算額

2 　安全で安心して暮らせるまち 4 　魅力を高め、発信するまち

防災や防犯等に関する取組を通じて、さまざまなリスクに備
え、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めます。

予算額
文化・芸術、食など、青葉区のさまざまな特色をまちの魅力と
して定着・向上させ、区の内外に発信します。

予算額

29,817 千円

横浜北西線高架下における身近なスポーツの場の整備に向けた実施設計を行います。

区民活動の支援・コーディネート機能の強化 継続 3,509 千円

区民活動支援センターにおいて、活動のきっかけづくり、団体間の交流促進など、区民の自主
的な市民活動と生涯学習を総合的に支援するとともに、コーディネート機能の強化に向けた取組
を推進します。

スポーツの振興 一部新規 3,800 千円

障害者支援の推進 拡充 1,050 千円

花と緑の風土づくり（フラワーダイアログあおば） 継続 局事業で計上

花と緑に関する対話（ダイアログ）を通して、地域の賑わいづくりや多世代交流を図り、まちづくり
に関わるきっかけとなる事業を実施します。

身近なスポーツの場の整備 継続
区局連携促進事業

で計上

継続 558 千円
地産地消の推進 継続 500 千円

地域での活動の始め方の基礎を学ぶ連続セミナーを開催し、多彩な人材が新たなことにチャレ
ンジして、地域で活躍できるよう支援を行います。

「あおば地域包括ケアシステム」の推進 一部新規 2,030 千円

千円

新たに設置が予定されている地域活動拠点とも連携し、青少年の居場所づくりや社会参画を促
す体験活動を実施し、異世代との交流を推進します。 シェアリングエコノミーの推進 継続

青少年育成の推進（再掲） 一部新規 1,007 千円

新たに設置が予定されている地域活動拠点とも連携し、青少年の居場所づくりや社会参画を促
す体験活動を実施し、異世代との交流を推進します。

児童虐待・ＤＶ対策事業の推進 拡充 2,558 千円

郊外部における働く場の創出に向け、経済局と連携して地域との状況を踏まえたオフィスの立地
を誘導するモデル事業を実施します。

あおばエコ講座（小学生等向けのエコ・スクール、区民向け講演会等）、ミツバチプロジェクト（ミツ
バチを通じた環境への意識喚起）などにより、脱温暖化や自然環境への意識啓発を図ります。

ソーシャルパワーの発揮　～あなたの力の１％を あおばの未来に！～

障害児支援の推進 継続

関係機関や利用者の声を踏まえ「サポートファイル　かけはし」を改訂するほか、地域資源をまと
めた「きらきらマップ」を活用し、保護者と支援者、学校や関係機関等との連携を深めます。

横浜市と東急（株）との「次世代郊外まちづくりの推進」に関する協定に基づく取組と連携し、地
域で起業をしたい人等を対象に、段階や関心に応じた複数のセミナーや相談事業等を展開し、
地域における起業等を総合的に支援します。

区庁舎での直売ブース「あおばマルシェ」に加え、直売所マップの更新や地産地消サポート店の
ＰＲ等を通じ、地産地消の魅力を発信します。

青少年育成の推進 一部新規 1,007

441 千円

地域における起業等の支援 拡充 2,500 千円

250 千円

地域で活躍する人材の支援（あおばdeスタートセミナー）

郊外部における働く場の創出 新規
区局連携促進事業

で計上

青葉エコなまちづくり 継続 1,195 千円

1,768 千円子育てしやすいまちづくりの推進、発達段階に応じた育児支援ほか 一部新規 8,351 千円
区内中小企業のPRにつながるパネル展や女性起業家関連イベントを開催するほか、商店街活
性化イベントを支援します。 ハロウィンクリーンウォークを開催するほか、美化推進重点地区（あざみ野駅周辺）での啓発活動

を引き続き実施し、地域の自主的な美化清掃活動への支援を行います。

身近な地域での支えあいの仕組みづくりを進め、地域と協働して課題解決に取り組むための「第
４期地域福祉保健計画」を策定します。

令和元年度に実施した区民意識調査の結果等を踏まえ、GIS（地理情報システム）を活用したさ
らなる分析や各種事業を実施するための調査等を行います。また、コミュニティ・リビングについ
ては、引き続き、すすき野地区をモデルにして取組を進めます。

「あおばこどもシステム」の推進
商店街活性化・中小企業振興事業 拡充 945 千円

地域での美化活動推進 拡充

3,687 千円 特色を生かした区づくりの推進 一部新規 3,117 千円「あおば健康スタイル」の推進 拡充 5,162 千円 地域福祉保健推進事業 拡充

1 　誰もがいきいきと、健やかに暮らせるまち 3 　さまざまな人や活動がつながる、活力のあるまち 5 　自然と調和した、多世代が住みやすいまち

9,211 千円

主な事業・内容 予算額 主な事業・内容 予算額 主な事業・内容 予算額

あおば健康スタイルの推進、あおばこどもシステム及び地域包
括ケアシステム等の推進を通じて、誰もが自分らしく健やかに
暮らせるまちづくりを進めます。

予算額 さまざまな分野で多彩な人材・団体・活動がつながり、地域の
連携やネットワークが広がる、活力あるまちづくりを進めま
す。

予算額 青葉区の特色である自然環境と街並みの調和や、花・緑の豊か
さを生かしながら、少子・高齢化や人口減少など社会変動を踏
まえた、持続可能なまちづくりを進めます。

予算額

29,948 千円 15,950 千円

令和２年度 青葉区予算原案について 青葉区の魅力や活力を次の世代に確実に引き継ぎ、将来にわたって「住みつづけたい・住みたいまち」であり続けるために、
５つの柱に沿った取組を進め、「つながり」を育み「健やかさ」「安心感」「魅力」を高めて「多世代が住みやすい」まちづくりを推進します。

資料中、柱１～５の各項目に記載されている主な事業の予算額は、

令和２年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費で

計上しているものです。

資料１
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あおば健康スタイルの推進 

 

１ 概要 

  青葉区では、区民の皆さまが「あおばに住んで、健康、長生き！」を実感できるよう、豊かな自然

や美しい街並みなどの青葉区の特徴を活かし、身近なところで気軽に実践できる健康づくりの取組『あ

おば健康スタイル』を展開します。主に、「運動」「食生活」「健康チェック」の３つの視点を中心とし、

健康増進の取組を推進します。 

 

２ 令和２年度の主な事業 

■ウォーキングマップの作成・活用 ＜拡充＞                   【運動】 

○ウォーキングマップのコース増設 ＜拡充＞ 

保健活動推進員と連携して作成しているウォーキングマップ「毎日歩こう！ウォーキング青葉」（17

コース）を改訂するとともに、新たに５コースのマップを作成 

○ウォーキングコースマップの活用 

区内のウォーキングコース（45 コース）の概要（位置・距離・歩数・高低差等）を一覧にした「青

葉ウォーキングコースマップ」をイベント等で配布 

 

■食育の推進                                 【食生活】 

○食生活等改善推進員との連携 

食生活等改善推進員と連携し、地域ケアプラザ等において、栄養バランスの取れた食事や適切な塩

分摂取量など、食に関する正しい知識を学ぶ講習会を実施。また、地域防災拠点等において、備蓄

や調理の工夫について学ぶ講話等を実施。 

○食育展等の実施 

区役所ロビー・健康フェスティバルにおいて、体験やパネル展示などを実施。 

 

■特定健診・がん検診の啓発                       【健康チェック】 

区民に特定健診・がん検診の受診を働きかけるため、関係機関・団体と連携し、様々な機会を活用

した啓発を進めます。 

また、インフルエンザ等で医療機関が混み合う前の早期受診を呼びかけるため、８～９月を「啓発

強化月間」と位置づけ受診勧奨を強化します。 

 

・横浜市国民健康保険加入者等へ特定健診受診を勧奨 

リーフレットを作成し、医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携して、医療機関への通院時や区役所

での国保手続き時に勧奨 

・区民への啓発 

保健活動推進員、食生活等改善推進員、スポーツ推進委員等による地域行事等での啓発、区役所・

地域ケアプラザ等でのリーフレット配架 

・健康フェスティバルでの啓発 

 健康フェスティバルでクイズやアンケート等による啓発を実施 

 

裏面あり 

資料２ 

区づくり推進市会議員会議資料 
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■歯科口腔保健の推進、オーラルフレイル予防の普及 ＜拡充＞       【健康チェック】 

口の機能の衰えが全身の衰えにも大きく関わっていることから、オーラルフレイル予防について普

及啓発を図ります。 

また、引き続き歯科医師会と連携しながら、口腔ケアや歯周病予防の普及啓発を進めます。 

 

【区民向け】 

○オーラルフレイル予防講習会 ＜拡充＞ 

保健活動推進員、食生活等改善推進員、老人クラブ等を対象に、歯科医師や歯科 

衛生士による講習会を継続して実施。また、保健活動推進員や地域ケアプラザへ 

の貸出用の口腔機能測定器（写真）を購入し、地域での啓発活動を支援 

 

 

○口腔ケア・歯周病予防の普及啓発 

 区役所、地域ケアプラザ、地域防災拠点等において、オーラルフレイル予防、歯周病予防、災害時

の口腔ケア、乳幼児の歯の健康に関する講習会を実施 

 

【専門職向け】 

○オーラルフレイル予防の支援者育成 ＜新規＞ 

保健・福祉分野の専門多職種がオーラルフレイル予防についての知識を深め、地域での啓発活動を

支援できるよう、歯科医師会と連携し、区役所・地域ケアプラザ等の職員を対象とした、口腔機能

低下予防の研修を実施 

 

 

■「あおば健康スタイルブック」の活用                    【情報発信】 

青葉区の特徴を活かした健康づくりの取り組みを紹介した「あおば健康スタイルブック」（令和２

年３月発行予定）を活用し、区民に健康づくりの実践を呼びかけます。 

 

【あおば健康スタイルブックの概要】 

主な内容 生活習慣の見直し、生活習慣病の予防 

＜主な掲載事項＞ 

 ・気軽にできる健康づくり（運動、食生活、禁煙、口腔ケア、健康診断等） 

 ・相談窓口・制度等の紹介 

主な対象 40 歳以上の区民 

発行時期 令和２年３月 

発行部数 7,000 部（令和２年度に 6,000 部追加発行） 

活用方法 ・保健活動推進員、食生活等改善推進員等による地域行事、健康フェスティバル等

で活用 

（配架場所：区役所、地域ケアプラザ、地区センター、スポーツセンター等） 
 

 

口の周りや舌の動きを測定し 

口腔機能の状態がわかります。 
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あおばこどもシステムの推進 

 

１ あおばこどもシステムとは 

「妊娠期から乳幼児期への支援」「児童虐待防止への対策」「障害児への支援」「青

少年への支援」の４分野の事業を効果的に連動させ、総合的に支援していくこと

により、子育てしやすい地域づくりを進めるための連携の枠組みです。 

【目標】 

（１）妊娠期から青少年期まで、切れ目のない支援体制を構築します。 

（２）地域・専門機関・民間企業・区役所が協働で支援体制を構築します。 

（３）子どもの育成を総合的に推進することで、区民の地域づくりへの関心を高め、

参画を促進します。 

 

２ 取組の方向性 

  青葉区では、母子保健コーディネーターが母子健康手帳配布時に全ての妊婦の

方と面接を行うなど、妊娠期からのきめ細かい支援を行っているところですが、

転入者等も多く、窓口来所者のニーズは多様かつ複雑化しています。 

そのため、窓口来所者へさらに丁寧な情報提供を行うとともに、安心して気軽

に子育ての悩みなどが相談できるよう、窓口体制を充実します。また、親子同士

の交流や、地域に愛着を持って子育てができる環境づくりを進めます。 

  加えて、青葉区内に新たに設置が予定されている地域活動拠点とも連携し、青

少年の居場所づくりや社会参画を促す体験活動を実施します。 

 

３ 令和２年度の主な事業  

支援の柱 主な事業 

「妊娠期か

ら乳幼児期

への支援」 

○「地域子育て情報提供」：区窓口における子育て情報の提供強化 

（情報提供員配置 週２日→週５日） 

○「Welcome あおば子育てツアー」：保護者や子育て支援者が子育て世

代の視点で、まち歩きを計画する講座を新たに開催 

○「親育ち講座」：幼児期の発達に応じた親の関わり方を学ぶための

講座を新たに開催 

○「児童虐待防止対策事業」：育児不安等の相談が気軽に利用できる

見守り保育付き相談の強化（保育者配置 週１日→週３日） 

「児童虐待

防止への対

策」 

「障害児へ

の支援」 

○「サポートファイル かけはし」：関係機関や利用者の意見を踏ま

え改訂 

「青少年へ

の支援」 

○「異世代交流による青少年育成」：これまで取り組んできた「市ケ

尾ユースプロジェクト」の成果も生かし、異世代との交流を推進 
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青葉区防災の街づくりの推進 

 

令和２年度は、東日本大震災の発生から10年目を迎えるなか、地震に対する新たな取組を実施します。

また、昨年、横浜を直撃した台風 19 号の際は、青葉区でも 200 名を超える方が避難所へ避難をされたこ

とから、風水害の対策も強化します。 

 

１ 体感型防災啓発事業 

地震発生後の避難行動に対する意識や知識、日ごろの備え等の自助・共助の啓発を強化するため、体

感型の防災啓発を実施します。参加者が、仮想の災害現場で、周囲の 

方と協力して、火災時の正しい避難行動を実践したり、避難する際に 

身近にあるものを活用して、安全を確保しながら、制限時間内に災害 

現場からの脱出を目指すものです。巨大スクリーン等を活用し、臨場 

感ある状況の中、防災体験をしていただきます。 

 

開催時期：令和３年３月 

参加人数：200 名（各回 100 名、合計２回実施） 

 

２ 地域向け防災講座 

洪水浸水想定区域等を対象に居住地域の気象の特徴や災害への備え 

 を学んでいただき、自助意識の向上を図るため、令和元年度に引き続 

 き気象予報士及び青葉区役所による地域向け防災講座を実施します。 

 このほか、講座の内容について、地域の訓練等でもご説明します。 

  

開催時期：令和２年７月頃（２回） 

 開催場所：早渕川、鶴見川付近の小中学校等を予定 

 

３ 風水害の広報強化 

  「青葉区民防災必携」について、大雨の５段階警戒レベルを記載したものへ更新し、地域防災拠点の

訓練等で配布するほか、広報よこはま青葉区版において、出水期（梅雨から台風の時期）に合わせ、

自宅での備えなど新たに風水害対策の特集記事を掲載します。 

 

４ 避難所等運営機能強化 

地域防災拠点におけるペット受入のルール化支援や定点診療拠点における物品の整備などを引き

続き進めるとともに、地域防災拠点災害時要援護者受入訓練や福祉避難所の受入訓練などを通じ、災

害時要援護者の支援を進めます。 

 また、台風 15 号・19 号時の課題等を踏まえ、地震を含む大規模災害時に使用できる案内誘導（横

断幕、発光式掲示板等）や避難所運営に必要な物品を整備します。 

【地域向け防災講座の開催風景】 

【体感型防災啓発事業イメージ】 

資料４ 

区づくり推進市会議員会議資料 

令 和 ２ 年 ２ 月 1 0 日 

5


	00別添資料目次
	01R2区づくり予算ツリー図
	02主要事業説明資料１（健康）
	03主要事業説明資料２（あおばこどもシステム）
	04主要事業説明資料３（防災）



