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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

１ 誰もがいきいきと、健やかに暮らせるまちづくり （予算）26,310 千円 

１ 青葉区健康長寿のまちづくり支援事業 福祉保健課 

区民の皆様が「あおばに住んで、健康、長生き！」を実感でき

るよう、青葉区の特徴を生かした、区民の皆様が身近なところで

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。「運動」「食生活」「健康チェック」の３つの視点か

ら健康増進の取組を推進します。 

また、災害時における健康保健対策について、区民の皆様に普

及啓発を行います。 

(1) 健康フェスティバル事業（事業費：1,300）

保健・衛生関係団体を中心とする諸団体の参加による健康

啓発イベントを開催します。 

・実施時期：11月

(2) 健康づくり推進事業（事業費：640）

気軽に健康づくりが実践できる場や機会を紹介するパンフ

レット「あおば健康スタイルブック」を改訂し、青葉区の特

徴を生かした健康づくりの取組を発信します。

・発行部数：6,000部

(3) ウォーキング＆ロコモ予防普及啓発事業（事業費：883）

保健活動推進員会や食生活等改善推進員会（ヘルスメイ

ト）、スポーツ推進委員と連携し、ウォーキングやロコモ予

防の普及啓発を行います。

ア 地域での活動の企画・運営支援

（ア）保健活動推進員向け研修

・研修会：年 1回

（イ）各地区での活動の企画・運営支援

・ウォーキング部会における知識・技術の共有

イ 区民向け情報提供ウォーキングマップ「毎日歩こう！ウ

ォーキング青葉」の改訂

・既存コース（17コース）：７～12月

(4) 食育推進普及啓発事業（事業費：120）

健康づくりに役立つ食を中心とした講習会を食生活等改善

推進員会に委託して開催します。 

・実施回数：年 6回

(1) 健康フェスティバル

★中止

(3) ウォーキング普及啓発事業

ア 地域での活動の企画・運営支

援

（ア）保健活動推進員向け研修 

実施時期：調整中 

（イ）地域での活動の企画・ 

運営支援（随時） 

(4) 食育推進普及啓発事業

★実施時期：調整中

※新型コロナウイルスによる影響・対応は、★印で記載しています。

4



令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(5) 大学と進める健康増進推進事業（事業費：400）

区内大学との協定を基軸として、区民への健康増進普及を

目的に、大学の教育・研究機能を生かしながら、ウォーキン

グイベント等を連携して実施します。 

ア ウォーキングイベント：年２回

イ 健康フェスティバルでの体力測定

・実施時期：11 月

(6) 青葉区国民健康保険特定健診受診率向上事業

（事業費：101） 

保健活動推進員等と連携し、地域行事など様々な機会を活

用して受診啓発を行います。 

ア 医療機関等と連携した受診啓発

・啓発強化月間：８～９月

イ 健康フェスティバルでの啓発

・実施時期：11 月

(7) オーラルフレイル予防普及啓発事業（事業費：275）

地域での講習会の開催、地域人材の育成、地域行事やイベ

ント等でのＰＲ等により幅広く普及啓発を行います。 

(8) 防災、知ろう！健康づくり事業（事業費：679）

非常時に備え、災害時に役立つリーフレットを発行すると

ともに、口腔ケア、栄養等に関する知識の啓発講座や外国人

向けの啓発講座の開催等を行います。 

ア リーフレットの増刷

転入者配布用、講座用テキストとして活用します。

(5) 大学と進める健康増進事業

ア ウォーキングイベント

★中止

イ 体力測定

★中止

(6) 特定健診受診率向上

ア 医療機関等と連携した受診啓

発

★啓発強化月間は中止

・受診勧奨リーフレット作成

(９月予定)

イ 健康フェスティバル

★中止

(7) オーラルフレイル予防普及啓

発

・多職種研修

実施時期：１月

・地域講習会

実施回数：３回

(8) 防災、知ろう！健康づくり

事業

ア リーフレットの増刷

・災害に役立つ健康づくり

実施時期：10月（予定）

発行部数：15,000部
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

イ 啓発活動

非常時に備え、口腔ケア、栄養等に関する知識の啓発講

座や外国人向けの啓発講座の開催等を行います。 

・実施回数：年６回程度

・会場  ：地域ケアプラザ、地域防災拠点、 

国際交流ラウンジ等 

・対象  ：子育て中の保護者、高齢者、防災関係者、 

外国人等 

・実施内容：歯科医師による講話、実習（口腔ケア、

災害時の食のレシピ紹介・試食）など 

イ 啓発講座

★実施時期：調整中

２ 子育て支援事業 こども家庭支援課 

子どもたちが健やかに成長できる青葉区であり続けるために、

地域における子育て支援の一層の充実を図ります。 

(1) つながりミーティング（事業費：22）

地域における切れ目のない子育て支援の推進に向け、妊娠

期から青少年期までの各分野における子育ての現状・課題

や、それぞれの取組について、引き続き共有する場を設けま

す。 

・実施回数：年２回

・実施場所：区役所

(2) 子育て支援ネットワーク連絡会

（乳幼児の子育て支援部会）（事業費：128）

地域の特性を踏まえ、より身近な地域でのネットワークを

構築します。 

ア 全体会

地域での子育て支援者向けの講演会を開催します。

イ 地区別連絡会

地区の特性を踏まえ、より身近な地域でのネットワークが

構築できるよう 10か所程度のエリアに分けて開催します。 

・実施場所：地域ケアプラザ

(3) こどもの育ち応援事業（事業費：1,811）

幼児期の発育・発達に応じた支援を行います。

また、地域団体と協働し、青葉区の子育ての魅力を紹介し

ます。 

(1) つながりミーティング

★１回目：８月 24日

実施方法：書面開催

★２回目：２月（予定）

感染状況等によりＷＥＢ開催

を検討 

(2) 子育て支援ネットワーク連絡

会

ア 全体会

・実施時期：９月１日

・実施場所：山内地区センタ－

★定員を半分にして開催

イ 地区別連絡会

・実施時期：９月以降

(3) こどもの育ち応援事業

6



令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

ア 親育ち講座

幼児期の発達に応じた親の関わり方の具体的な方法を学

ぶ講座を開催します。 

・実施回数：年４回

イ Welcomeあおば子育てツアー

転入者等を対象に青葉区内のまち歩きをしながら、子育

て資源や地域の魅力の紹介等のツアーを行います。 

また、子育て当事者や子育て支援者が、子育て世代の視点

で、地域の支援者とまち歩きを計画する講座を開催します。 

・ツアー実施回数：年６回

・支援者向け講座：年３～５回

ウ 子育てサポートブック

昨年度発行した、地域の資源や行政サービスをイメージ

してもらえる子育て支援の冊子を増刷します。 

・発行部数：13,000 部

・発行時期：12 月

(4) 地域育児教室（事業費：1,056）

区内 18 会場で専門職による講話・指導を行い、地域での

仲間づくりの機会の提供と初めての子育てに戸惑う保護者の

支援を行います。 

・実施回数：月１回（８月、１月を除く）×18会場

・実施場所：地区センター、地域ケアプラザ、自治会館

等、区内 18 会場 

・対象：青葉区在住の第１子の０歳児とその保護者及び妊婦

(5) 地域子育て情報提供（事業費：3,444）

子育て情報提供員が区内の子育て情報を区民の皆様に提供

します。 

・子育て情報提供員：週５日

(6) 赤ちゃん休憩室（事業費：404）

地域のボランティアと協働で、市営地下鉄あざみ野駅構内

のスペースに母子が休憩等で利用できる場を提供します。 

・開所時間：月曜～金曜（祝日含む・年末年始除く）

10 時～16時 

・実施場所：市営地下鉄あざみ野駅改札口前スペース

ア 親育ち講座

★７月 27 日

★定員を半分にして開催

イ Welcome あおば子育てツアー

・実施回数：６回（６月）

★支援者向け講座：２回（10

月予定） 

ウ 子育てサポートブック

デジタル化を検討中

(4) 地域育児教室

・実施回数：４回×18会場

★定員を半分にして開催

（6）赤ちゃん休憩室 

・利用者数：15 組/日程度

7



令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(7) 乳幼児健診ふれあい見守り保育（事業費：477）

乳幼児健診時の待合場所における見守り保育を行います。

・実施回数：毎月７～８回（年 94回）

・実施場所：区役所

(8) パパの子育て教室（両親教室）（事業費：1,147）

出産前から父親が育児協力の重要性を理解し、産後の母親

への支援につながるよう両親教室を実施します。 

・実施回数：合計 21 回

平 日 年６回

土曜日 年 15回

・実施場所：

平 日 区役所

土曜日 区役所、地域子育て支援拠点ラフール

(7) 乳幼児健診ふれあい見守り保

育

・実施回数：32 回

(8) パパの子育て教室（両親教

室）

・実施回数

平日  ２回（７月末時点）

土曜日 ５回（７月末時点）

３ 乳幼児健康づくり事業 福祉保健課 

乳幼児期からの健康づくりを支援するため、う蝕予防の知識及

び乳幼児期の食育について支援を図ります。 

(1) 1歳児の歯の教室（事業費：1,019）

幼児のう蝕予防に対する知識を普及します。母子感染の観

点で保護者を対象にむし歯予測テストや実際に子どもへの歯

みがき実習を行っていましたが、新型コロナウイルスの影響

により実習は中止を予定しています。その為、講話メインに

なり会場で実施できることに制限が多いため、自宅で実施で

きる保健指導を行います。 

・実施回数及び実施場所：福祉保健センター 年９回

地域ケアプラザ等 年３回 

(2) 乳幼児の食育支援事業（事業費：1,533）＜拡充＞

乳幼児のころからの「食」を通した健康づくりの普及を図

ります。 

・離乳食スタート講座（４か月～６か月児） ：年 24 回

・離乳食教室の実施（７か月～９か月児）  ：年 12 回 

・離乳完了～幼児食の移行講座（１歳～２歳児）：年 36回

・幼児食育講座（３歳～５歳児） ：年 36 回 

(1) １歳児の歯の教室

・実施回数：

福祉保健センター ３回

(2) 乳幼児の食育支援事業

・実施回数：

離乳食スタート講座：10 回

離乳食教室：５回

離乳完了～幼児食の移行講

座：14 回

幼児食育講座：14回
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

４ 児童虐待・ＤＶ対策事業 こども家庭支援課 

 児童虐待やＤＶなど不適切養育を防止するため、児童虐待防止

対策や女性福祉相談の支援を強化します。 

(1) 児童虐待防止対策事業（事業費：1,710）

ア 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行います。

・実施回数：週３回

イ 急増する児童通告や養育不安、相談へ迅速・適切に対

応できるよう、保育施設職員向け連絡会および研修会を

行います。

・一時預かり事業所連絡会、保育施設職員向け研修会

：年１回 

ウ 虐待対応の専門性を高めるため、課職員向け研修会を

実施します。

・支援強化検討会（課職員向け研修会）：年２回

(2) ＤＶ専門相談事業（事業費：370）

ＤＶや離婚に詳しい弁護士による法律相談を実施し、ＤＶ

被害者が抱える離婚や親権等の法律的問題について、専門的

知見からの支援を行います。 

・実施回数：月２回（年 24 回）

・実施場所：区役所

(3) 子ども・家庭支援相談（事業費：128）

子育てにおける育児・環境や、性格・行動などの様々な悩

みについて、幅広い相談に対応します。 

・相談者向け案内リーフレット作成

子ども・家庭支援相談の案内のためリーフレットを作成

し、保育園、学校等の関係機関を通じて広く配布します。 

作成部数：12,000部 

発行時期：３月 

(1) 児童虐待防止対策事業

ア 見守り保育付き相談

・実施回数：52 回（７月末時点）

イ 一時預かり事業所連絡会

実施日：９月２日

★WEB開催

ウ 支援強化検討会

実施日：８月 20 日

11 月 12 日 

(2) ＤＶ専門相談事業

・実施回数：８回（７月末時点）

・相談件数：13件（７月末時点）

(3) 子ども・家庭支援相談

・改訂版発行に向けて、内容

を検討中
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 
 

５ 保育園子育てスマイル事業 こども家庭支援課 

 

 市立保育園が、妊婦や在宅で子育てをしている乳幼児の保護者 

を対象に、コロナ禍であっても「つながり」を作ることができる

育児支援を実施します。 

 

(1) 子育て応援保育園（事業費：2,507）＜新規＞ 

  ３密を避けつつ子育て支援ができるよう、集合型の育児支

援事業を終了し、ＩＣＴを活用し、育児関連動画の配信や育

児相談「子育てトーク」を実施します。 

 

ア 育児関連の動画 

（ア）レギュラー動画 

保護者向けに自宅での子育てのテクニックを紹介す 

るとともに、市立保育園の相談窓口のＰＲも盛り込み 

ます。 

・配信回数：年 12回 

   （イ）特集動画 

      子ども向けに、人気の職業をリポートします。 

   ・配信回数：年４回 

 

イ 育児相談「子育てトーク」 

Web会議システムを利用して保育士と気軽に話し、相

談する場を提供します。 

 

 

(2) 保育所給食体験（事業費：83） 

相談、要望の多い離乳食に特化し、親子で体験することに 

より、保護者の不安の軽減を図ります。 

・提供食数：年 88食 

・実施場所：市立保育園４園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 子育て応援保育園 

 

 

 

 

ア 育児関連の動画 

４月チャンネル開設済み 

・登録者数：298人 

（ア）レギュラー動画 

配信５回 

・再 生 数：4,174回 

（イ）特集動画 

配信１回（1,343回再生） 

※協力企業：東急電鉄㈱ 

 

イ 育児相談「子育てトーク」 

・週２枠で対応中 

 

 

 

(2) 保育所給食体験 

 離乳食に特化して実施 

 実績：10 食（７月末時点） 

 ★ラフールへの出前講座実施 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

６ 障害児支援事業 こども家庭支援課 

 障害児やその保護者が、支援者、学校、関係機関とつながり、

適切な支援を受けられるよう、「サポートファイル かけはし

（令和３年３月改訂）」や、「地域資源マップ（きらきらマッ

プ）」等を活用しながら取組を進めます。 

(1) 講演会などの啓発活動（事業費：141）

「サポートファイル かけはし」を活用し、保護者と支援

者、学校や関係機関との連携を深めます。 

また、発達時の障害等に関する市民向け講演会等を行いま

す。 

・実施回数：年２回

・実施場所：区役所等

(2) 地域資源マップ（きらきらマップ）（事業費：300）

障害児とその保護者が、より地域とつながるきっかけが得

られるよう、新規に開設した事業所の追加等、最新の情報を

掲載するため、改訂します。 

・作成部数：2,000部

(1) 講演会などの啓発活動

・実施時期：下半期

(2) 地域資源マップ

・発行時期：３月（予定）

７ 青少年育成事業 こども家庭支援課 

青少年育成の充実を図るため、地域のソーシャルパワーを結集 

し、それぞれの活動を深めます。 

(1) 異世代交流等による青少年育成（事業費：300）

ア 異世代交流による青少年育成事業

中高生については「青少年の地域活動拠点」と連携

し、自立や成長を支援します。また、小学生について

は、拠点や青少年指導員などの関係機関と連携し、異世

代交流の機会を提供することで、健全育成を推進しま

す。 

(1) 異世代交流等による青少年育

成

ア 異世代交流による青少年育成

事業

・将棋で多世代交流

★実施時期：下半期

実施場所：区役所

対 象：

放課後キッズクラブ、青少

年指導員、中学校将棋部

・夏休みの学習サポート教室

実 施 日：８月 23 日 

８月 25 日 

実施場所：あおばコミュニ 

ティ・テラス 

対  象：小学生 

支 援 者：中学生、高校生 

大学生等 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

イ 学齢期保護者のつながりづくり＜新規＞

小１の壁の不安軽減につながる講演や参加者同士の交

流を通じて、孤立しない子育て環境づくりを推進しま

す。 

(2) 青少年支援部会の運営（事業費：7）

関係機関・団体等の代表からなる「青少年支援部会」を開

催し、各団体間の連携促進による一層の青少年支援を図りま

す。 

・実施回数：年４回

・実施場所：区役所

イ 学齢期保護者のつながりづく

り

・実施日：９月 25日

・実施場所：WEB及び区役所

(2) 青少年支援部会の運営

★第１回：８月２日

８ 地域包括ケアシステムの推進 高齢・障害支援課 

今後到来する超高齢社会、また、閉じこもりがちなコロナ禍に

おいても、高齢者が住み慣れた地域で健やかに安心して暮らせる

よう、関係機関や民間事業者との連携の促進や ICT を活用した普

及啓発や地域とつながりを持てる環境づくり等により、「地域包

括ケアシステム」の取組を推進します。 

(1) 健康づくり・介護予防事業（事業費：635）

ア 介護予防推進事業

要介護認定の伸びを抑えるため、動画やオンライン講座

を組み合わせながら、広く介護予防の普及を図ります。 

（ア）ハマトレの普及啓発チラシ作成 

・発行部数：1,500部

・発行時期：12 月

（イ）啓発リーフレット「ライフ 100BOOK」の増刷及び配 

  布 

イ 健康づくり・介護予防連絡会の開催

健康寿命延伸等を目指して、地域ケアプラザ、三師会、

行政委嘱委員、ボランティア、民間事業者等で構成される

健康づくり・介護予防等連絡会を開催し、地域課題の共有

を図り連携を強化します。 

・健康づくり・介護予防連絡会の開催：年２回

ウ 高齢者のいる世帯への包括的支援連絡会の開催＜拡充＞

いわゆる８０５０問題を含め、多世代にわたって支援を

必要とする世帯の支援を検討するため、関係各課及び関係

機関との連絡会を開催し、研修や実態把握を行います。 

・連絡会の開催：年２回

(1) 健康づくり・介護予防事業

イ 健康づくり・介護予防連絡会

の開催

★開催方法について検討中

ウ 高齢者のいる世帯への包括的

支援連絡会の開催

支援者向け研修 

・実施時期：９月以降（予定）

・実施場所：区役所
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(2) 医療・介護連携事業（事業費：540）＜拡充＞

医療・介護連携の促進

医療・介護連携「顔の見える場つくり会議」を開催し、連

携強化に向けた検討・情報共有をオンライン方式も活用し、

行います。 

・「顔の見える場つくり会議」の開催：年６回

・内容

人生の最終段階で希望する医療に関する取組

多職種連携による支援のための情報共有 等

(3) 認知症施策推進事業（事業費：175）

ア 青葉区高齢者安心ネットワーク

認知症等による高齢者の徘徊の早期発見・支援のため

に、発見協力機関の拡充に取り組みます。 

・新規協力機関の発掘

・認知症サポーター養成講座の実施：年 50回

・青葉区高齢者安心ネットワーク連絡会の開催：年１回

イ 認知症初期集中支援チームの支援

青葉区認知症初期集中支援チームの活動支援を行いま

す。 

・認知症初期集中支援チーム会議の開催：年 12 回

(4) シニアの社会参加推進事業（事業費：1,040）

シニアの生きがいづくりやかがやきクラブ青葉の活性化を

支援します。 

ア 高齢者生きがいづくり支援事業

「かがやきクラブ青葉」（青葉区老人クラブ連合会）が

行う、高齢者の生きがいづくりや仲間づくりに資する活動

を支援します。 

・シニアいきいき芸能大会

実施時期：11 月 

イ 敬老祝品贈呈事業

区内最高齢者に区から祝状を贈呈します。

・実施時期：敬老月間（９月）

ウ 区内ボランティア団体のＩＴ活用支援事業＜新規＞

コロナ禍においても、活動の一部を続けられるよう、

Web 会議システム等の活用に関する研修講師の派遣を実施

します。 

・実施時期：通年

・実施場所：区内

(2) 医療・介護連携事業

顔の見える場づくり会議の開

催 

・対象：区内医療・介護事業所

・開催回数：２回（５、７月）

（WEB開催） 

(3) 認知症施策推進事業

ア 青葉区高齢者安心ネットワー

ク

（ア）認知症サポーター養成講

座の実施

★実施回数：５回

（イ）青葉区高齢者安心ネット

ワーク連絡会

・実施時期：２月（予定）

・実施場所：区役所

イ 認知症初期集中支援チームの

支援

・実施場所：横浜総合病院

・会議の開催：５回

(4) シニアの社会参加推進事業

ア 高齢者生きがいづくり支援

事業

・シニアいきいき芸能大会

★中止

イ 敬老祝品贈呈事業

・対象者の確認：７月

★祝状の贈呈：９月郵送予定

ウ 区内ボランティア団体のＩＴ

活用支援事業

  ZOOM体験講座の開催 

・実施回数：４回

・実施場所：地域ケアプラザ
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(5) 高齢者支援事業（事業費：360）

ア 福祉保健サービスガイド作成

介護保険外サービスや区独自事業等を一冊にしたガイド

を作成し、制度等の理解を促進し、適切なサービス利用に

繋げます。 

・発行部数：4,500 部

・発行時期：８月

イ 民間の生活支援サービス事業所紹介冊子の作成＜新規＞

高齢者を支援するケアマネージャー向けに作成します。

・発行部数：400部

・発行時期：12 月

９ 障害者ふれあい事業 高齢・障害支援課 

当事者・支援者・地域の方々がコロナ禍においてもつながり続

け、地域の支え合いによる障害者支援の充実及び障害者の社会参

加を支援します。 

(1) ふれあい農園（事業費：140）

障害者と区民ボランティアの農を通じた交流を支援しま

す。 

・実施時期：通年（毎週木曜日）

・実施場所：農園所在地 下谷本

・交流行事：収穫祭（年１回）

(2) 障害者交流レクリエーション大会（事業費：280）

区社協や当事者団体、障害者施設等と共に、障害者、区民

の皆様の交流機会をつくり、障害理解、共生について啓発を

行います。 

・実施時期：12月

・実施場所：調整中

(3) 精神保健福祉普及啓発事業（事業費：260）

専門的な知識と経験を有する生活支援センターと共催で、

精神保健福祉に関する普及啓発をICTも活用して行います。 

ア 区民向け普及啓発講演会

精神疾患に関する区民の皆様の理解促進を図ります。

・実施時期：年１回

イ 支援者向け精神保健福祉講演会

区内相談支援事業所、訪問看護ステーション、医療機関

等の支援者向けに、専門知識の講演会を開催します。 

・実施時期：年１回

(1) ふれあい農園

・畑作業（通年）

・収穫祭

★開催の可否、方法について検

討中

(2) 障害者交流レクリエーション

大会（青葉ふれあいまつり）

★中止

(3) 精神保健福祉普及啓発事業

ア 区民向け普及啓発講演会

・実施時期：２月（予定）

・テーマ:依存症について

イ 支援者向け精神保健福祉講演

会

  実施日：11 月 18 日（予定） 

  テーマ：セルフマネジメント 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(4）自主製品販売促進事業（事業費：220）

障害者施設が作る自主製品販売の機会を拡大するため、専

門家のアドバイスを受け、その取組を ICT も活用して発表し

ます。 

（AOBAlutionファンミーティング） 

・実施回数：年１回

・内容：障害者施設で作る自主製品の販売、取組発表

(5) 重症心身障害児者に関する普及啓発事業（事業費:150）

重症心身障害児者や医療的ケアが必要な方が地域で安心・

安全に暮らし続けられるよう、当事者の生活について理解を

深める普及啓発の講演会を行います。 

・実施回数：年１回

・内容：重症心身障害児者と地域の暮らしについて

(4) 自主製品販売促進事業

★自立支援協議会を主体とした

AOBAlution の取組は休止

(5) 重症心身障害児者に関する普

及啓発事業

  実施日：12 月 26 日（予定） 

実施場所：アートフォーラム

あざみ野 

内容：映画上映会 

10 快適で衛生的な暮らし支援事業 生活衛生課 

 日常生活で最も身近なものである、食品、医薬品、居住環境、

ペットなどについて、コロナ禍においても区民や事業者等が快適

で衛生的な暮らしが確保できるよう、事業者への効果的な監視指

導や検査、区民の皆様等へタイムリーな情報提供や啓発に取り組

み、安全安心の支援を行います。 

(1) 食品衛生関係等普及啓発事業（事業費：392）

飲食店や家庭、地域行事等における食中毒などの食品事故

発生防止のため、自主衛生管理を推進します。 

また、社会福祉施設、食事サービス実施団体等に対し、衛

生管理支援を行います。 

ア 食品衛生講習会

(ア) 実施時期：７月及び 11月（４～５回）

対象者 ：食品衛生責任者

(イ) 実施時期：随時

対象者 ：食事提供ボランティア

(1) 食品衛生関係普及啓発事業

ア 食品衛生講習会

・実施日：

７月６、８、14 日 

（102人参加） 

11 月８、10 日（予定） 

・実施場所：区役所

・対象者：食品衛生責任者

など 

★事前申込制とし、各回の人数

を平準化
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

イ 営業者、区民等への食中毒予防啓発、自主衛生管理推進

・実施時期：随時

・パネル展、チラシ配布、広報よこはま青葉区版掲載等

ウ 高齢者施設、保育所、高齢者食事サービス実施団体、こ

ども食堂への簡易キットを利用した衛生管理支援

・実施時期：随時

エ 新型コロナウイルス感染症予防のための環境対策支援

＜新規＞

社会福祉施設等への適切な消毒法や換気について、講習

会等を実施し、感染予防の支援を行います。 

(2) 動物の適正飼育推進事業（事業費：294）

犬猫の飼育にかかるトラブルの減少と健康的な終生飼育が

行われるよう、適正飼育に関する啓発、相談を実施します。 

ア 犬猫の適正飼育に関する相談対応（通年）

・配布用啓発チラシの作成

イ 広報よこはま青葉区版によるマナー啓発

イ 食中毒予防啓発

・広報よこはま青葉区版掲載

実施時期：６月号

掲載内容：食中毒予防啓発

・パネル展

区役所：７月 28日

～８月４日 

山内図書館：８月 24日 

～９月 13日 

ウ 高齢者施設等への衛生管理支

援

保育所ノロウイルス対策研修 

  実施日：７月12日（区役所） 

  参加人数：12人 

エ 新型コロナウイルス感染症予

防のための環境対策支援

形を変えて実施予定 

(2) 動物の適正飼育推進事業

ア 犬猫の適正飼育相談対応

・個別相談：随時

・広報車によるマナー啓発

実施：８月から

イ マナー啓発

・広報よこはま青葉区版掲載

実施時期：８月号

・あおバリューラジオで啓発

実施時期：８月

11 地域での読書活動推進事業 こども家庭支援課 

青葉区民読書活動推進目標の実現に向け、図書館、地区センタ

ー等と連携しながら、本に親しむ環境作りに加え、区内の施設や

読書活動ボランティア同士の連携を図ります。 

(1) 広報啓発（事業費：48）

広報よこはま青葉区版、ホームページ、チラシや青葉区読

書施設ガイドにより、本と出会える場所やイベントの周知を

行います。 

(1) 広報啓発

広報よこはま青葉区版（11月

号）、ホームページによる活動

ＰＲ 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(2) ネットワークづくり等（事業費：161）

区内の施設や活動団体のつながりを深める会議などを開催

します。また、区内14施設に対し、蔵書の充実を図ります。 

(3) 講座の開催（事業費：106）

施設やボランティア団体と連携し、読書活動推進に関係す

る講座を開催します。 

・実施回数：年１回

(2) ネットワークづくり等

読書関係団体交流会

・実施時期：11月（予定）

・実施場所：山内図書館

(3) 講座の開催

・実施時期：１月（予定）

２ 安全で安心して暮らせるまちづくり （予算）34,642 千円 

１ 青葉区防災の街づくり事業 総務課、福祉保健課、生活衛生課 

区防災計画に基づき、「災害時の防災協定」、「災害に強い人

づくり」、「医療救護等の対策」、「避難者対策」、「災害時ペ

ット対策」に重点をおき、地域防災力の向上を目指します。あわ

せて、「減災」及び「自助・共助」の考え方を区民の皆様に周知

します。 

 令和３年度は、大規模災害に備え、区民向けの啓発及び避難所

運営機能を強化します。 

(1) リモート型防災啓発事業（事業費：1,000）＜新規＞

地震発生後の仮想の災害状況をオンラインで配信し、災害

時に必要となる避難行動や知識を学べるリモート型の防災イ

ベントなどを通じて、自助・共助の啓発を強化します。 

(2) 「青葉区民防災必携」の改訂（事業費：3,000）

青葉区内の「土砂災害特別警戒区域」や、感染症対策を踏

まえた避難行動などを盛り込んだ内容へ改訂します。 

(3) 地域向け防災講座（事業費：180）

洪水浸水想定区域内の自治会・町内会・地域住民の方等を

対象とした防災講座を実施します。そこから、居住地域の情

報や災害に備えるための行動等を学んでいただき、自助意識

の向上を図ります。 

(1) リモート型防災啓発事業

・実施時期：２月（予定）

(2) 「青葉区民防災必携」の改訂

・データ作成時期：３月（予定）

令和４年度、市の浸水ハザー

ドマップと合わせて全戸配布

予定

(3) 地域向け防災講座

★実施時期：２～３月（予定）
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(4) 避難所運営機能強化（事業費：2,004）

地域防災拠点を活用して、感染症対策を踏まえた避難所運

営の研修を実施します。このほか、通信用端末を新たに地域

防災拠点へ配備し、災害時における避難所の情報伝達機能を

強化します。 

(5) 危機管理対策（事業費：2,327）

区災害対策本部運用訓練を実施し、災害時の危機管理対策

能力の向上を目指します。また、地域防災拠点の資機材保守

や防災協定機関合同訓練を実施します。 

ア 新採用職員、青葉区転入職員に対する研修

実施時期：４～８月

イ 生活資機材講習

実施時期：８月

ウ 緊急地震速報対応訓練

実施時期：９月 

エ 防災協定機関合同訓練

実施時期：10月

オ 区災害対策本部運用訓練

実施時期：１月

(6) 定点診療拠点整備事業（事業費：396）

震度６弱以上の地震が観測された場合、12 か所の「定点診

療拠点」を開設し、身近な場所で軽症者の応急医療を受けら

れるよう物品を整備します。また、青葉区の災害医療体制を

充実するための研修会を開催するほか、関係者を集め開設・

運営について検討する準備会を開催するなど、定点診療拠点

の体制整備・充実のための検討を進めます。 

ア 防災物品整備

イ 災害医療連絡会：年１回

ウ 災害医療研修会：年１回

(4) 避難所運営機能強化

ア 地域防災拠点運営委員会連絡

協議会総会

★書面開催及び動画配信形式

・実施時期：６月

イ 感染症対策を踏まえた避難所

運営研修

★動画配信形式

実施時期：９月

ウ 通信用端末配備

配備時期：７月

(5) 危機管理対策

ア 新採用職員等研修

★各課で実施（４月）

イ 生活資機材講習

★実施時期延期：12 月

（予定） 

(6) 定点診療拠点整備事業

ア 防災物品整備

・実施時期：１月～３月予定

イ 災害医療連絡会

・実施時期：３月

ウ 災害医療研修会

★実施方法含め検討中
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(7) 災害時のペット対策（事業費：107）

災害時のペット対策を推進するため、飼い主への周知啓発

を実施します。また、地域防災拠点でペット受入れのルール

化に向けた働きかけや支援を実施します。 

ア 飼い主向け

災害時に向けて日頃の備えに関する啓発を窓口、ホー

ムページや広報紙を活用して実施します。 

イ 地域防災拠点等への取組支援・啓発

ペット同行避難を推進するため、地域防災拠点運営員

会等でペット受入れのルール化支援や説明を行います。

また防災訓練等において、拠点訓練参加者への啓発を行

います。 

(7) 災害時のペット対策

ア 飼い主向け啓発

・窓口展示コーナー（通年）

実施内容：啓発品展示

・展示スペースでのパネル展

実施期間：９月 27 日

～10月１日 

・健康フェスティバル

★中止

実施内容：パネル等展示

・広報よこはま青葉区版掲載

実施時期：９月号

イ 拠点等での取組・訓練支援

・動画による運営委員会研修

実施時期：６月

・拠点訓練の支援

実施拠点：10拠点（予定）

２ 災害時要援護者地域支えあい事業 福祉保健課、高齢・障害支援課 

災害時に一人では避難が困難な高齢者や障害のある方などの安

否確認や避難誘導が、近隣の助け合いにより行えるよう、あらか

じめ要援護者の情報を登録し、地域がその情報を共有するための

仕組みである「あおば災害ネット」を推進します。また、災害時

要援護者の受入訓練を支援します。 

(1) 支えあいカードの登録促進（事業費：1,063）

「支えあいカード」未登録の要援護者に対して、様々な方

法で周知を図り、登録を促進します。また、登録された方

全員に「支えあいカード」を保管するための「あんしん情

報ボトル」を配付します。 

ア ダイレクトメール

・発送時期：１月

・対象者数：約 2,000 人

・対象：災害時要援護者名簿のうち令和３年度新規掲載者

(1) 支えあいカードの登録促進

・支えあいカード登録者数

3,138人（R3 年３月末時点）
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

イ チラシ印刷（増刷）

・印刷部数：20,000 部

・発行時期：１月

ウ あんしん情報ボトルの購入

・購入数：1,000個

(2) 個人情報活用研修（事業費：45）

あおば災害ネットの担い手が適切に個人情報を活用し、取

組を円滑に進めるための研修を実施します。 

・実施回数：年１回

・対象者 ：自治会・町内会役員、民生委員児童委員、

地域防災拠点運営委員 

(3) 災害時要援護者訓練支援（事業費：52）

福祉避難所において、災害時要援護者の受入訓練を実施し

ます。また、地域防災拠点での災害時要援護者の受入訓練を

支援します。 

ア 福祉避難所訓練

・実施回数：年１回

イ 地域防災拠点災害時要援護者受入訓練

・実施時期：９～２月

(2) 個人情報活用研修

★実施方法、時期は検討中

(3) 災害時要援護者訓練支援

ア 福祉避難所訓練

★実施方法、時期は検討中

イ 地域防災拠点災害時要援護者

受入訓練

★実施方法、時期は検討中

★地域防災拠点運営委員会連絡

協議会（６月書面開催）に

て、要援護者の訓練参加事例

を紹介

３ 地域防犯支援事業 地域振興課 

自治会・町内会や学校、商店街等が連携して行う自主的な防犯 

活動が継続して行われるよう支援します。 

また、犯罪発生状況に応じた啓発により防犯対策を強化し、地 

域、関係機関と一体となった「安全・安心な街づくり」を推進し 

ます。 

(1) 自主的防犯活動団体への支援（事業費：556）

自治会・町内会や学校、商店街等が連携して行っている自

主的防犯活動に対し、防犯パトロール等に必要な物品（のぼ

り旗・腕章・ベスト等）の支援を行います。 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(2) 区民の防犯意識向上のための啓発事業（事業費：1,231）

多発する特殊詐欺や空き巣をはじめとした窃盗事案等、犯

罪発生状況に応じた注意喚起チラシ等の作成・配布、啓発活

動等を行います。 

(2) 区民の防犯意識向上のため

の啓発

警察や関係機関と連携したイ

ベント等での啓発 

★４～７月は中止し、８月以降

実施予定

４ 区民サービス向上事業 総務課、戸籍課 

窓口サービスのレベルを維持・向上するために、定期的かつ継 

続的に研修を実施し、改善等を図ります。 

(1) ・ＥＳ向上研修等（事業費：650）

ア 全体研修

窓口サービスの維持・向上を目的に、引き続き外部講師

によるＣＳ・ＥＳ向上研修を実施します。 

・実施時期：８～12 月

※ＣＳ：顧客満足度、ＥＳ：職員満足度

イ 各課での取組

各課から選出したＣＳ・ＥＳリーダーを中心に、窓口職

場の実情に応じたサービス改善のために外部講師から直接

アドバイスを受ける機会を設け、サービスのレベルアップ

に取り組みます。

・実施時期：６～３月

(2) 人権啓発講演会（事業費：128）

区民の皆様や職員を対象とした人権啓発講演会等を実施し

ます。 

・実施時期：９月

(3) おくやみハンドブック作成事業（事業費：400）

身近な方が亡くなった際に必要な区役所内外の各種手続き

を、一覧でまとめた冊子を配布します。 

・配布部数：3,500 部

・配布場所：青葉区役所（戸籍課窓口、区民ホール）

(1) ＣＳ・ＥＳ向上研修等

ア 全体研修

（ア）責任職向け研修

（イ）職員向け研修

・実施時期：8～12月（予定）

イ 各課での取組

（ア）ＣＳ・ＥＳリーダー選出

・選出時期：６月

（イ）各課の課題検討・改善 

★実施時期：８～３月（予定）

（ウ）外部講師によるアドバイス 

★実施については検討中

(2) 人権啓発講演会

★実施方法、時期について調整

中

(3) おくやみハンドブック作成事

業

・印刷部数

★10月 1,800部（予定）

★２月 1,700部（予定）
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(4) 戸籍課窓口の混雑対策（事業費：1,710）

戸籍課窓口において転出入業務が集中し、来庁者及び入電

数が増加する時期に、電話応対の一部を専門スキルを有する

業者に委託し、電話応対に要していた職員を窓口応対に充て

ることや、混雑状況をモニター表示することなどにより、来

庁者の待ち時間の短縮につなげ、住民サービスの向上を図り

ます。 

・実施時期：４〜５月、３月（電話オペレーター）

(4) 戸籍課窓口の混雑対策（電話

オペレーター設置）

・４〜５月の設置日数 39日間

・３月設置日数 22日間(予定)

５ 利用しやすい区役所づくり事業 総務課 

安全で快適な区庁舎の環境整備を図り、区民が利用しやすい区

役所にするため、新型コロナウイルス感染症対策物品の整備や区

庁舎等の環境整備等を実施します。 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策物品整備（事業費：2,600）

＜新規＞

区庁舎内における新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、来庁者と職員向けのマスク・消毒液等、必要な物品を整

備します。 

(2) 区庁舎等の環境整備（事業費：8,992）

快適で居心地の良い区役所を目指し、庁舎内の照明 LED 化

やトイレの利便性向上など、庁舎内の環境改善を図ります。 

(1) 新型コロナウイルス感染症

対策物品整備

  アクリルパーテーション整備 

・整備時期：４～５月

(2) 区庁舎等の環境整備

ア 照明の LED化

・実施時期：11～３月

イ トイレの利便性向上

・実施時期：10～３月

６ 交通安全対策事業 地域振興課 

区内の交通事故を減少させ、交通マナーの向上を図るため、広

報活動や交通安全ポスターコンクール等を通じて、交通安全の啓

発を行います。 

(1) 青少年交通安全教育推進事業（事業費：505）

児童・生徒が交通事故に遭わないような気付き、きっかけ

作りにつながるリーフレットを作成し、区内小学校・中学校

へ配布することにより、交通安全の啓発に活用していただき

ます。 

(1) 青少年交通安全教育推進事業

区内公立小学校２年生、４年

生、６年生及び区内公立中学校

２年生を対象に「交通安全リー

フレット」を配布（７月） 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(2) スクールゾーン対策協議会（事業費：4,426）

児童の登下校時の安全を守るため、通学路の危険箇所の調

査点検等を行う小学校スクールゾーン対策協議会への活動助

成及び路面標示等の設置、補修等を行います。 

(3) 青葉区交通安全対策協議会（事業費：354）

交通安全知識の向上を図るため、区内交通安全関係団体で

構成される協議会総会及び幹事会を開催し、区交通安全功労

者の表彰を行います。また、区内小学生交通安全ポスターコ

ンクールを行い、交通安全意識の啓発を図ります。 

(2) スクールゾーン対策協議会

・30校のうち 25 校は書面によ

る開催 

・実施時期：６～７月

・要望箇所：67 箇所

(3) 青葉区交通安全対策協議会

ア ポスターコンクール

ポスター募集：７～９月

表彰式：12 月（予定）

イ 総会の開催

実施時期：３月（予定）

７ 清潔できれいな街事業 地域振興課 

清潔できれいな街づくりを推進するため、地域の自主的な美化活

動への支援と不法投棄防止に向けた取組を行います。 

(1) 街の美化推進事業（事業費：1,768）

ア 「青葉まちの美化推進事業補助金」の交付

実施時期：８月

イ 地域で実施される清掃活動への物的支援

ウ 青葉まちの美化推進功労者の表彰

実施時期：11 月

エ 区民参加型クリーンアップイベント

「ハロウィンクリーンウォーク」の実施

実施時期：10 月

オ 放置自動車及び不法投棄防止対策会議

実施回数：年６回

(1) 街の美化推進

ア ９月中旬交付（予定）

オ 放置自動車及び不法投棄防止

対策会議

★４月､６月は書面開催。

８ ３Ｒ推進事業 地域振興課 

ヨコハマ３Ｒ夢プランの第３期目標の達成を目指し、食品ロス

の削減、プラスチック対策などを重点項目とした、ごみ削減の取

組を推進します。 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(1) ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進

（事業費：1,132）

ア ミニ・キエーロ講習会、モニター意見交換会

実施回数：年３回

イ ３Ｒ夢なクッキング教室、３Ｒ夢な冷蔵庫整理術

実施回数：年３回

ウ 各種イベントや商業施設・商店街等と連携した啓発及び

各種広報媒体を活用しての３Ｒ広報

エ 自治会・町内会等での説明会、小学校での出前教室

オ 「あおば区民文庫ボックス」を活用した読書推進及び

資源の有効活用の推進

(1) ３Ｒの推進

ア ミニ・キエーロ講習会、モニ

ター意見交換会

★６月実施予定を下半期に延期

イ ３Ｒ夢なクッキング教室・３

Ｒ夢な冷蔵庫整理術

★６月実施予定を下半期に延期

ウ 商業施設・店街等と連携した

啓発

・実施場所：青葉台東急スクエ

  ア他 

★11月実施で調整中

エ 地域での説明会等

・自治会 町内等での説明

・小学校等での出前教室

★下半期実施に向け調整中

３ さまざまな人や地域の活力を高めるまちづくり  （予算）26,576 千円 

１ 地域における起業等支援事業 高齢・障害支援課 

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、オンライン講座等により新たに

力を発揮したい人や起業等に向け準備中の人を対象にしたきっか

けやつながりづくりを進め、地域における起業等を総合的に支援

します。 

(1) セミナー等の開催

ア テーマ型啓発イベントの実施

実施回数：年３回程度

実施時期：通年

イ 連続起業セミナーの実施

実施回数：年１回

実施時期：９月～12月

(1) セミナー等の開催

ア テーマ型啓発イベント

★中止

イ 連続起業セミナー

9月 25日～開催予定
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(2) 起業相談室の開催

実施回数：月１回程度

実施時期：通年

(3) プロボノ実践講座の実施

特技や経験を生かしたボランティア「プロボノ」と支援を

必要とする団体とのマッチング及び団体支援 

実施回数：年１回 

実施時期：８～12 月 

(2) 起業相談室

・実施時期：９月以降（予定）

(3)プロボノ実践講座

・実施時期：9月 3日～

1月（予定） 

２ 区民活動支援センター事業 地域振興課 

区内の市民活動や生涯学習を総合的に支援するため、相談・コ

ーディネートや活動団体・講師等の情報提供のほか、市民活動・

生涯学習推進に関する事業を実施します。 

(1) 相談・コーディネート、情報収集・提供

（事業費：1,610）

ア 市民活動・生涯学習に関する相談を受け付け、区内で活

動する団体や生涯学習に関する講師等について、情報提供

及びコーディネートを行います。

イ 活動に役立つ情報や地域の活動団体情報をまとめた情報

紙「Infoまち活」等を発行します。（毎月１回）

(2) 市民活動・生涯学習支援（事業費：1,016）

市民活動に関する交流会「まち活カフェ」や活動団体・登

録講師 PR パネル展示、登録講師体験講座「まち活トライア

ル」等を実施し、市民活動や生涯学習に関心のある区民の皆

様に活動を始めるきっかけをつくるとともに、活動の活性化

を図ります。

(1) 相談・コーディネート、情報

収集・提供

ア 窓口・電話・メール等で対応

件数 ４月：25件

５月：23件 

６月：19件 

７月：23件 

イ 情報紙｢Info まち活｣発行

・発行：毎月 1日

・部数 1,500部／月

・メールマガジンによる配信

255件／月

(2) 市民活動・生涯学習支援

ア 交流会

（ア）「まち活カフェ Zoom」

・実施時期：６月 17 日（８

人）、９月、１月

（予定） 

（イ）「まち活おしゃべりタ

イム」

・実施時期：４月 22 日（12

人）、12月（予

定） 

・実施場所：区民活動支援セ

ンター 
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(3) 交流イベント等の開催（事業費：514）

ア 市民活動・生涯学習に携わる様々な分野で活動している

人や団体を対象とした交流イベント「まち活フォーラム」

を開催し、交流や情報交換を促し、活動を広げる場としま

す。

イ 活動を広く区民の皆様に PR する発表の場として「まち

活フェス」を開催します。

(4) コーディネート機能強化（事業費：250）

アドバイザーによる継続的な指導・助言により、コーディ

ネート機能強化を図ります。 

イ まち活ギャラリー展示

（団体・登録講師の活動紹介

スペース） 

・実施時期：随時

ウ 「まち活トライアル」

★「まち活フェス（活動団

体・登録講師の動画紹介）に

統合

・実施時期：２月（予定）

エ 市民活動支援講座

（ア）「Zoom会議体験講座」

・実施日 ：５月 27 日

６月３日 

・参加者：延べ 30人

・実施場所：区役所会議室・

区民活動支援センター  

（イ）「You Tube 動画作成講

座」 

・実施時期：９月８日、22

日(予定) 

・実施場所：あおばコミュニ

ティ・テラス(予

定) 

(3) 交流イベント等の開催

ア 「まち活フォーラム」

（交流イベント）

・実施時期：３月（予定）

イ 「まち活フェス」

（活動団体・登録講師の動画

をオンラインで紹介）

★（再掲）「まち活トライア

ル」と併せて実施

・実施時期：２月（予定）

(4) コーディネート機能強化

・アドバイザーによる研修、ミ

ーティング等の実施

実施回数：研修１回

ミーティング６回(予定)

その他随時相談
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

３ 地域福祉保健推進事業 福祉保健課 

住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指

し、地域と協働して課題解決に取り組み、身近な地域で支えあい

の仕組みづくりを進めることを目的に、第４期地域福祉保健計画

（令和３年度～令和７年度）を策定、推進します。 

(1) 地域福祉保健推進会議（事業費：84）

区内福祉保健関係機関の代表者が集まり、地域福祉保健事

業の情報共有・意見交換及び地域福祉保健計画の推進状況の

報告を行います。  

・実施回数：年２回

(2) 地域福祉保健計画策定委員会（事業費：33）

地域福祉保健推進会議の分科会として、地域活動団体代

表、学識者経験者などで構成する計画策定委員会を設置し、

第４期計画の検討・策定を行います。  

・実施回数：年２回

(3) 福祉保健活動事例発表会（事業費：220）

第４期計画の周知をするとともに、地域の福祉保健活動の

活性化のため、発表会を開催します。 

・実施回数：年１回

(4) 第４期計画策定・推進（事業費：1,393）

第４期計画の策定に向けて、地区別推進会議の実施等を通

じて、第４期計画を策定します。（１月） 

  また、引き続き若い世代に向けて地域福祉保健計画をＰＲ

します。 

ア 地区サポートチーム研修（年２回）

イ アドバイザー派遣

ウ 啓発パンフレット作成

エ 第４期計画冊子・概要版作成

(1) 地域福祉保健推進会議

・実施時期：８月、３月（予

定） 

(2) 地域福祉保健計画策定委員会

・実施時期：７月、２月（予

定） 

(3) 福祉保健活動事例発表会

・実施時期：２月（予定）

(4) 第４期計画策定・推進

ア 地区サポートチーム研修

実施日：５月 20 日

※２回目は調整中
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令和３年度 個性ある区づくり推進費 自主企画事業費 

青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(5) あおばデビュー応援セミナー(事業費：563)

区社協や地域ケアプラザとも連携しながら、よりボランテ

ィア等の担い手育成にも重点をおいたプログラムとなるよう

講座内容を充実させ、実施します。 

(6) 青葉ふれあい見守り事業（事業費：201）

概ね 70 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯

等を、地区民生委員が中心となり保健活動推進員等と協力し

て、月に 1 回程度の訪問や見守り活動を実施します。 

・対象世帯数：約 1,500 世帯

・全体研修会：年１回

(5) あおばデビュー応援セミナー

・全５回（予定）

実施時期：９月から１１月

(6) 青葉ふれあい見守り事業

・全体研修会

実施時期：未定

・代表者会議

実施時期：７月、２月

（予定） 

・見守り活動の実施（随時）

４ あおば地域サポート事業 区政推進課 

人と地域のつながりづくりにより、地域課題の解決を図り、

「住みつづけたい・住みたいまち」青葉の実現を目指します。 

(1) 人と地域のつながりづくり（事業費：520）＜拡充＞

講座や座談会などの交流の場を設けることや、地域活動の

広報を実施するなど様々な手法を用いて、人と地域のつなが

りをつくります。 

ア 地域とつながる交流会（仮）＜新規＞

地域で活動することを考えている又は既に活動してい

る人・団体・事業者が、活動報告や意見交換などを通じ

て、相互につながることができる場を設けます。 

・実施時期：通年

イ 区民利用施設交流会

・実施時期：９月

ウ 青葉区地域力応援通信「あおばいろ」

・発行部数：2,000部

・発行時期：３月

(2) あおば地域サポート補助金（テーマ型）（事業費：3,000）

区役所が設定するテーマに基づいた地域活動に対して補助

金を交付することにより、区民の課題解決の取組を支援しま

す。 

・募集時期 ：令和３年２月～５月

・補助金交付：７月

(1) 人と地域のつながりづくり

★下期開催予定

イ 区民利用施設交流会

・実施時期：９月（予定）

★オンラインでの開催を検討

(2) あおば地域サポート補助金

・テーマ

人と地域のつながりづくり

・交付件数：２件

・補助金交付：８月

28
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青 葉 区 
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５ 商店街活性化・中小企業振興事業 地域振興課 

商店街活性化について、各商店会と意見交換を実施しながら、

各種団体と連携しやすくなるよう情報提供し、商店街イベントを

一層支援するとともに、積極的な広報、PRを行います。また、中

小企業振興について、地域や企業と連携した、女性起業家支援イ

ベントを引き続き実施するとともに、区内中小企業の支援につな

がる情報提供、パネル展示などを行います。 

(1) 商店街活性化事業（事業費：445）

区全体の商店街活性化につながるよう、商店街連合会が実

施する事業に補助を行います。 

(2) 中小企業振興事業（事業費：500）

女性の起業支援イベントや区内中小企業のPR につながる

パネル展示等の取組を実施します。 

(1) 商店街活性化事業の補助

ア 商店街集客イベントの広報

(ア) 広報よこはま区版７月号

・区商連運営の「テイクアウ

トと出前の青葉区！」を紹介

(イ) 広報よこはま区版 12月号

・商店街年末年始イベント

（予定）

イ 青葉区商店街連合会が実施す

るイベント等への補助金交付

(2) 中小企業地域活動支援事業

中小企業支援及び起業支援イ

ベント等 

ア 女性の起業支援イベント等の

開催（１～３月（予定））

イ 区内中小企業の紹介パネル展

示（３月（予定））

６ 自治会町内会支援事業 地域振興課 

地域の抱える課題を解決していくため、自治会・町内会を中心

とする地域団体と行政との連携を推進します。（事業費：

1,835） 

(1) 青葉区連合自治会長会定例会

自治会・町内会との連携強化のため、８月と 12月を除き

毎月情報提供を行います。 

・実施時期：８月及び 12 月を除く毎月

・実施場所：青葉区役所

(1) 青葉区連合自治会長会定例会

・実施時期：毎月

（８、12月除く） 

・実施場所：区役所

★ワクチンニュース等を全単会

長に郵送

★新型コロナ感染症関係の記者

発表資料等を全連合町内会長

に送付
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青 葉 区 
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(2) 自治会町内会長感謝会

日頃から地域社会の振興に多大な役割を果たし、市政・区

政に協力していただいている自治会・町内会長の労をねぎら

うため、自治会町内会長感謝会を開催します。 

・実施時期：３月

・実施場所：青葉区役所

(2) 自治会町内会長感謝会

・実施時期：３月（予定）

・実施場所：区役所

７ 広報・広聴事業 区政推進課、戸籍課 

区民の皆様に青葉区や横浜市の情報を提供するとともに、愛着

を持っていただけるような取組を、関係団体等と連携して実施し

ます。 

(1) ガイドマップ作成事業（事業費：1,596）

青葉区の行政情報、地域情報及び施設情報をわかりやすく

掲載したガイドマップを区民の皆様に提供します。 

ア 発行時期：10月

イ 発行部数：16,000部

(2) 転入者向け情報提供事業（事業費:207）

区に転入された方などに地域における生活情報や防災マッ

プなどを提供するため、障害者就労施設にマップ等の封入業

務の委託を行います。 

部数：8,800部 

(3) 区民会議（事業費：503）

広聴手段の一つである区民会議活動を支援します。

ア 区民会議ニュースの発行

（ア）発行時期：９月、３月

（イ）発行部数：10,500 部

イ 区民会議公開講座、区民のつどい 各１回開催

(4) マスコットキャラクター管理運用事業（事業費：301）

青葉区マスコットキャラクター「なしかちゃん」の活用に

より、区の PRを行います。 

ア 着ぐるみの貸出

イ イラストの提供

ウ イベント等でのグッズ配布

(2) 転入者向け情報提供事業

部数：４～８月 4,000部

９～３月 4,800部 

（予定） 

(3) 区民会議

第 13期解散総会

第 14期発足総会

開催日：４月 24 日
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青 葉 区 

  事業名及び事業内容（事業費：千円） 執行状況 

 

(5) その他広報（事業費 1,260）＜新規＞

ア 区内鉄道駅に設置しているＰＲボックスの更新を行い

ます。

（ア）設置時期：３月 

（イ）設置台数：10 台 

イ 広報相談係で保有している写真を活用するために、デジ

タル化を行います。

８ 青葉区民まつり事業 地域振興課 

ふるさと意識の醸成と地域活動の促進を目的に、地域や団体間

での連携と情報共有が図られる区民参加型のまつりを会場の分散

化等も検討しながら開催します。（事業費：4,725） 

(1) 区民まつりの実施

・開 催 日：11 月３日（水･祝）

・実施内容：テーマに沿った展示や地元団体等による模擬

店、小中学生による演奏・演技、キャラクター

ショー等 

・参加団体：区内の学校、自治会・町内会、商店会、ボラン

ティア団体、民間企業等 

・開催場所：青葉区総合庁舎周辺（公会堂とスポーツセンタ

ーを除く）及びその他会場 

★青葉区民まつり運営委員会にて

開催中止を決定（７月 20 日発

表）

９ 地域スポーツ振興事業 地域振興課 

地域におけるスポーツ振興を担うスポーツ協会の活動を支援し

ます。また、新しい生活様式に即しつつ、区民の皆様の協力を得

て行う参加型スポーツイベントや東京 2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会の機運醸成を図るイベントの実施等、スポー

ツを通じた地域の繋がりの形成・活力ある地域作りの促進に努め

ます。 

(1) 区スポーツ協会支援事業（事業費：800）

区民の皆様が参加できる各種スポーツ大会・講習会の開催

や、生涯スポーツの振興に向けた活動を支援します。 

(2) スポーツ振興イベント（事業費：2,500）

区民参加型の地域イベントとして、地域住民・各団体との

協働により、新しい生活様式に即した区民マラソン大会を開

催します。 

(1) 区スポーツ協会支援事業

・青葉スポーツフェスタ及び青

葉スポーツ人の集い

  実施時期：２月（予定） 

(2) スポーツ振興イベント

・第８回青葉区民マラソン大会

★オンラインマラソン大会を実

施予定
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(3) 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸

成（事業費：500）

パブリックビューイングを開催する等、大会開催の機運醸

成を図ります。 

(3) オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会機運醸成

★集客イベントは中止

４ 特色を生かして魅力を高めるまちづくり （予算）17,897 千円 

１ メディアによる広報事業 区政推進課 

青葉区を放送エリアとする、コミュニティＦＭラジオ（ＦＭサ

ルース 84.1ＭＨｚ）及びケーブルテレビ（iTSCOM）等を活用し、

区政情報・地域情報や防災情報の提供を行います。 

(1) コミュニティＦＭラジオ（事業費：2,397）

ア 広報番組

（ア）番組名  「あおバリューRadio」（20 分番組） 

（イ）放送回数 月～金曜日 各２回 

土・日曜日 各１回 

（ウ）番組内容 区政情報、イベント情報等 

イ 多言語放送

（ア）番組名  「あおバリューRadio(多言語版)」 

(５分番組) 

（イ）放送回数 月～金曜日 各１回 

（ウ）放送言語 英語、中国語、ハングル、スペイン語、 

やさしい日本語 

（エ）番組内容 区政情報、イベント情報等 

ウ 防災番組

（ア）番組名  「防災あおば」（５分番組） 

（イ）放送回数 月～金曜日 各１回 

（ウ）番組内容 避難場所、日頃の備え等の情報 

(2) ケーブルテレビ（事業費：2,652）

ア 番組名  「あおバリューＴＶ from 丘の横浜」 

（10分番組） 

イ 放映回数 iTSCOM 週２回

J:COM   週２回 

ウ 制作本数 年６本

(1）コミュニティＦＭラジオ

ア 広報番組「あおバリュー

Radio」

・行政情報の提供

区の運営方針など広報よこは

まに掲載されている情報等

イ 多言語放送「あおバリュー

Radio～多言語版～」

・多言語による情報提供

ウ 防災番組「防災あおば」

・防災情報の提供

災害への備え、消防団の紹介

等

(2) ケーブルテレビ

「あおバリューＴＶ from 丘

の横浜」 

・制作本数：２本

・テーマ：

「こどもの国の魅力」

「東急電鉄の車両工場に潜

入」 
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(3) スマートフォンアプリを活用した情報発信(事業費：331) 

ＦＭサルースと連携して導入した青葉区総合アプリを活用

し、幅広い情報発信を行います。 

   ・発信情報 防災、子育て関連、感染症、区イベント情報 

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) スマートフォンアプリを活用

した情報発信 

 ・ダウンロード数：23,135 

        （７月末時点） 

・発信件数：61 件 

（内訳） 

災害・気象情報：36 件 

新型コロナ関係：12 件 

広報情報：８件 

イベント情報：４件 

防犯情報：１件 

 

２ 芸術文化振興事業 地域振興課、区政推進課 

 

区内の芸術活動の発表・鑑賞の場を提供することで、芸術・文

化を通じた交流を図り、青葉区への愛着を高めます。また、青葉

区の財産であるアート資産などの魅力を区内外に発信していきま

す。 

 

(1) 青葉区民芸術祭事業（事業費：2,680） 

年間を通じ、公募による作品展（絵画・書道・華道・文

芸・写真・美術工芸・茶道）と区内で活動する団体によるス

テージ発表（コーラスのつどい、音楽祭、芸能祭）を開催し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 青葉区民芸術祭事業 

・運営委員会 

実施時期：６月 23日 

 

ア 展示部門 

（ア）前期：華道、美術工芸、 

写真、茶席 

（イ）後期：絵画、文芸、書道 

会場：アートフォーラム 

あざみ野 

実施時期：12月１日～13 日 

 

イ ステージ部門 

（ア）青葉コーラスのつどい 

★中止 

（イ）音楽祭（音楽百景） 

・音楽祭 

会場：フィリアホール 

実施時期：１月 16日 

・その他演奏会 

実施時期：10月～１月 

（ウ）芸能祭 

会場：都筑公会堂 

実施時期：12月 19日 
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(2) 区民ホールコンサート事業（事業費：650）

第３水曜日のお昼に、区役所１階区民ホールにおいて、区

内在住の音楽家によるミニコンサートを実施します。 

 また、小学生～高校生を対象にしたジュニアフェスティバ

ルオーディションを行います。優秀者は、区民ホールで開催

するジュニアフェスティバルで演奏します。 

(3) シニアコンサート事業（事業費：400）

65 歳以上の音楽愛好家が出演者となり、コンサートを開

催します。 

(4) あおば美術公募展事業（事業費：1,050）

区民の皆様のさらなる創造意欲の向上や交流をめざし、

  市民協働による青葉区らしい美術公募展を開催します。 

(5) 郷土の歴史を未来に生かす事業（事業費：100）

地域の歴史文化に区民の皆様が触れる機会を提供し、未来に

引き継ぐため、歴史に関する講座や講演会等を実施します。 

(2) 区民ホールコンサート事業

「あおば音楽ひろば」

・区民ホールでミニコンサート

会場：区役所１階

実施時期：

  ６月 16 日 ピアノ 

来場者：125人 

  ７月 21 日 ヴァイオリンと 

 ピアノ 

来場者：70人 

  ８月 4日・5日 

★中止

  ９月以降：毎月第３水曜日 

・ジュニアフェスティバルオー

ディション

会場：フィリアホール 

実施日：５月８日 

出演数：23 組 

(3) シニアコンサート事業

会場：フィリアホール

ア 第 33回コンサート

実施時期：９月 28日、29日

イ 音楽劇第２弾

実施時期：10月 30日

ウ 第 34回コンサート

実施時期：３月８日、９日

(4) あおば美術公募展事業

会場：アートフォーラム

あざみ野 

実施時期：７月 10日～ 

７月 18日 

来場者数：2,105人 

展示作品：144点 

(5) 郷土の歴史を未来に生かす

事業

ア 地誌に見る青葉のあゆみ

歴史探訪講座 2021

実施時期：7月～12月全６回

会場：青葉区役所会議室・他

イ 歴史公開講演会

実施時期：11月(予定)

会場：青葉区役所会議室

ウ 歴史探訪講座

実施時期：２月(予定)

会場：青葉区役所会議室
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(6) AOBAデジタル・アートミュージアム（事業費：488）

ウェブサイトの運営及びアート作品・文化財を巡るツアー

を実施し、青葉区のアートの魅力を発信します。 

(6) AOBA デジタル・アートミュ

ージアム

ア ウェブサイトの運営

・「インフォメーション」の更

新（５回）

イ ツアー開催

★10月から１～２月へ延期

３ データ活用推進事業 総務課、区政推進課 

青葉区勢の現状・推移を統計データで明らかにした、青葉区統

計要覧「なるほどあおば2021」を発行します。また、公的データ

の利活用やオープンデータ化を推進することで、区民の利便性向

上及び業務の効率化を図ります。 

(1) 「なるほどあおば2021」の発行（事業費：305）

・掲載内容：データで見る青葉区（統計資料）

・発行時期：２月

(2) データ活用の推進（事業費：365）

統計要覧のデータをはじめ各種の公的なデータをオープン

データとして提供するとともに、データ活用に効果的なGIS

（地理情報システム）を取り扱うことのできる人材の育成を

図ります。 

・職員向けGIS講習の開催など

(1) 「なるほどあおば 2021」

発行方法：冊子から WEB に変更

発行時期：２月

(2) データ活用の推進

・GIS操作研修

実施日：８月６日

参加人数：13人

４ 青葉ブランド事業 地域振興課 

青葉区が「住みつづけたい・住みたいまち」であり続けるため

に、区内の美味しいレストラン、和洋菓子、パンなどの店舗を区

内外に青葉区の魅力として発信します。 

引き続き、青葉ブランドの認知度向上につながる広報活動、認

定店舗同士の連携やイベント開催の支援を行います。（事業費：

1,075） 

(1) 広報活動

・広報よこはま区版：７月号

・パンフレット更新：３月

(予定) 

・認定店舗紹介パネル展示：

３月(予定) 

・雑誌等への記事掲載：調整中

(2) 認定店舗の連携支援

意見交換会・イベント

★実施時期：調整中
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５ 青葉６大学連携事業 区政推進課 

青葉区にある６つの大学と連携し、知的、人的資源を相互に活

用することにより、まちの魅力を高めていきます。(事業費：

575) 

(1) 学長会議

・実施時期：６月

・実施回数：年１回

(2) インターンシップ

・実施回数：７月～８月

(3) 連携講座 ※各大学１回以上実施

ア 特別講座：統一テーマを定めて実施

イ 一般講座：各大学で実施

(1) 学長会議

・日時：６月４日

・場所：青葉区役所

★オンラインで開催

(2) インターンシップ

★中止

(3) 連携講座

ア 特別講座

・内容：「区民へのおすすめ講

座」

・実施日：11 月 28 日、12 月５

日

★オンラインで実施予定

イ 一般講座

各大学で主催している公開講

座等の広報協力 

・國學院大學「生きがい講座」

広報よこはま５月号掲載

・國學院大學「第６回地域交流

スポーツフェスティバル」

・日本体育大学「スポーツ・医

療・文化考シリーズ「身体・

教育・文化を考える。」第１

回身体～構造と機能・健康マ

ネージメント～」
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６ まちづくり推進事業 区政推進課 

地域や関連機関の声を取り入れ、効果的に街の課題解決を図 

り、将来性のある街づくりを行います。 

(1) あおば街づくり連絡協議会（事業費：110）

区に関係する主要な事業者、団体、学校、メディア、各種

公共交通機関等の代表者が集まり、区内の街づくりに関する

情報や意見を交換します。 

・実施回数：年１回

(2) 青葉区まちのルールづくり連絡会（事業費：5）

区内の良好な住環境の維持・保全など地域主導のまちのル

ールづくりへの支援を進めるため、まちのルールづくり連絡

会を開催します。 

・実施時期：２月

(3) 特色を生かした区づくりの推進（事業費：2,500）

新たなニーズの把握や次回区民意識調査に向けた調査項目

の選定に必要な調査等を行います。 

また、「共助」により地域課題の解決を図るシェアリング

エコノミーについて、さらに認知度を向上させるため、セミ

ナー等を実施します。

・実施時期：４月～12月

(1) あおば街づくり連絡協議会

・実施時期：下半期

・対象：区内事業者等 48 団体

(3) 特色を生かした区づくりの

推進

★コロナ禍における生活様式の

変化に関する WEBアンケート

の集計結果を区 WEBサイトに

掲載

アンケート実施時期：５月 25 日

～６月 30日

・シェアリングエコノミーセミ

ナーの開催

実施時期：下半期

７ 花と緑があふれる街事業 地域振興課 

花と緑があふれ潤いのある街づくりを進めるため、緑化ボラン 

ティア「あおば花と緑のサポーター」の活動を支援し、また、花

壇づくりの技術向上のため研修会を開催します。 

また、活動拠点やボランティア参加者の増加を図ります。 

・ボランティア支援・育成事業（事業費：1,019）

ア 活動拠点の植栽活動に対する花苗等の支援

実施回数：年２回

イ 育成・スキルアップのため研修会の開催

実施回数：年２回

・ボランティア支援・育成事業

ア 活動場所（植栽・花壇）への

花苗、肥料、器材支援

・実施時期：５～６月（24 団

体）、10～11 月（予

定） 

イ 研修会

・実施時期：10～２月（予定）

・実施内容：美しく魅せる植栽

方法、土壌づくりの基礎
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８ あおば地産地消の推進 区政推進課 

地産地消を推進するため、区庁舎での定期的な直売等により、

区民の皆様が青葉区内の農に触れる機会を創出します。また、あ

おば野菜のレシピ帖や地産地消マップを配布し、地産地消の魅力

を発信します。（事業費：500） 

(1) 青葉区産の農産物の直売「あおばマルシェ」の開催

・実施時期：通年

・実施回数：12 回（月１回）

・実施場所：区役所１階（区民ホール）

(2) ポイントカード「あおばマルシェクラブ」の配布及び景品

交換

・実施時期：通年

(3) 広報冊子の増刷

・配布部数：5,000部

(1)「あおばマルシェ」

・実績：５回、延べ 15 店舗

９ 青葉環境エコ事業 区政推進課 

脱温暖化・省エネ行動の普及・啓発のための取組を行います。 

(1) あおばエコ講座（事業費：510）

ア 青葉エコ・スクール

区内の小学校及び放課後キッズクラブ等を対象にした出

前講座を実施します。 

・実施時期：通年

イ エコ・デイキャンプ

区内の小学生とその保護者を対象にしたエコイベントを

実施します。 

・実施時期：７～８月

ウ 区民向け講演会

身近な自然環境への関心や温暖化対策に対する意識など

を、さらに幅広く普及・啓発するための講演会を実施しま

す。 

・実施時期：10～11 月

(1) あおばエコ講座

ア 青葉エコ・スクール

・実施箇所：１箇所

イ エコ・デイキャンプ

・実施日：８月１日

・実施場所：横浜市くろがね

青少年野外活動 

センター 

・参加者数：子ども 14 人

大人 ４人 

ウ 区民向け講演会

・実施日：11月 14日(予定)

・実施場所：区役所会議室
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(2) 青葉ミツバチプロジェクト（事業費：185）

大学と連携した「ミツバチプロジェクト」で、ミツバチを

きっかけに環境について学ぶ見学会を実施します。 

・実施時期：５～６月

(2) 青葉ミツバチプロジェクト

養蜂見学会及び講演会の開催

・実施日：６月６日

・参加者数：第１部 13人

第２部 22人 
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