平成 29 年度 西区 運営方針
Ⅰ 基本目標

つながりを大切に 誰もがにこやかしあわせにくらせるまち 西区へ

西区では「顔の見える関係づくり」を基本に、第３期「にこまちプラン（※）」を推進し、地域の
皆さまとの連携・協力を強め、より良いまちづくりを進めます。大規模開発により転入者が増える一
方、地域のあり方の変化・子どもに対するケア・高齢者の増加などの課題に対応するため、誰もが住
み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、さまざまな取組を進めていきます。
また、
「全国都市緑化よこはまフェア」
（以下、よこはまフェア）等を契機とするイベント・キャン
ペーンの実施や、横浜の玄関口である横浜駅周辺の環境改善など、西区の魅力発信・まちの賑わいづ
くりに取り組みます。さらに、ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピック（以下、オリンピック・パラリンピック）等を見据えて、まちの賑わいに結びつく取組を進
めていきます。
（※「にこまちプラン」は西区地域福祉保健計画「にこやか しあわせ くらしのまちプラン」の愛称です）

Ⅱ 目標達成に向けた施策
魅力発信・
まちの賑わいづくり

いきいきと健やかに暮らせる
まちづくり
子どもから高齢者まで誰もが健康に暮らせる

「よこはまフェア」等の大規模イベントを契機

環境づくりとして、切れ目のない子育て支援、

とした取組や、西区の歴史や地域資源を活かし
た伝統的な催事を地域・企業の皆さ

高齢者や障害のある人への活動の

まと協働で実施し、西区の魅

サポート、生活習慣病予防

地域のつながりづくり

などの健康づくり等を
進めます。

安全・安心な
まちづくり

力発信・まちの賑わい
創出につなげます。

地域主体の取組や課題解決の場
づくりを支援するとともに、つなが
りづくりを応援します。

地域における自助・共助の取組

親しみやすい
区役所づくり

区民の皆さまに寄り添った、

を支援するとともに、横浜駅やみなとみらい

きめ細かな窓口サービスを提供します。

地区等、大規模施設を抱える西区の特性に応

また、西区の取組や魅力などを、

じた防災・減災対策や、地域と連携した防犯

さまざまな広報媒体を有効に活用し

対策、食中毒・感染症予防などに力を入れて

積極的に発信します。
西区のマスコットキャラクター
「にしまろちゃん」

取り組みます。

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営
地域に寄り添う
事業の展開

お客様の立場に立った
窓口サービスの提供

区役所は、地域ニーズや課題、
地域資源や社会資源などをきめ
細かく把握し、地域特性に応じ
た支援を行います。
また、地域の皆さまと共に考
え、地域課題に取り組む「協働
による地域づくり」を進めます。

区役所職員は、来庁される皆
さまを笑顔とあいさつで温かく
お迎えします。
お話をよく聴き、親切・丁寧
でわかりやすい説明を心がけ、
迅速で正確な行政サービスを提
供します。

『チーム西区役所』の
強化
職員一人ひとりが専門性を
高め、能力を最大限発揮できる
よう、人材育成を進めます。
また、各課が連携し、横のつ
ながりを強め、
『チーム西区役
所』として総合力を発揮してい
きます。

主な事業・取組については、次ページをご覧ください⇒

地域のつながりづくり

１ 「にこまちプラン」の２年目として、地域の皆さまとともに
課題解決に取り組みます【福祉保健課、区政推進課、地域振興課、高齢・障害支援課、全課】

・課題解決に向けた取組を一層広げられるよう、地域のつどいや地区懇談会の運営・開催を、区役所
の地区支援チームがサポートします。
・
「にこまちフォーラム」を開催し、地域の主体的な取組を共有します。
・高齢者の生活支援・介護予防の充実の必要性を地域の皆さまに知っていただくとともに、区版行動
指針の策定など、
「地域包括ケアシステム」構築に向けた具体的な取組を進めます。
・
「にこまちトライセミナー」や「地域づくり大学校」等を開催し、地域
課題に沿った活動支援や新たな担い手づくりを進めます。
・
「西区地域のつながりを育み強める補助金」や「まちづくりアドバイザー
派遣」等を通じて、地域の活動を支援します。

２ 地域での高齢者等の見守りを支援します【福祉保健課】

・民生委員・児童委員、
「ふれあい会」等の見守り活動を支援します。

にこまちフォーラム

いきいきと健やかに暮らせるまちづくり

１ 乳幼児期から学齢期まで、切れ目のない子育て支援を行います
【こども家庭支援課、南浅間保育園】

・保育所・幼稚園等 42 施設の連携を図り、育児講座の開催や研修会の開催等を通じて、保育の質向上
に取り組みます。また、計画的な保育所の整備など待機児童対策を進めます。
・放課後キッズクラブへの転換と新設を進め、放課後の居場所を充実させます。

２ 児童虐待防止、ＤＶ相談・支援に取り組みます【こども家庭支援課】

新規・
「児童虐待防止講演会」の実施により、子どもの発達に合わせた子育てのノウハウ等を広く周知
し、育児不安等による児童虐待の防止に取り組みます。

３ 高齢者を地域の力で支える取組を進めます【高齢・障害支援課】

・
「ころばんよ体操」をツールとして、地域における介護予防の普及啓発や人材育成に取り組みます。
・企業や学校等で認知症サポーター養成講座を開催し、認知症にやさしいまちづくりを進めます。

４ 障害のある人も安心して生活できる環境づくりを進めます【高齢・障害支援課】

・障害に関する講座等を実施し、障害のある人及び家族を支える地域のネットワーク強化を図ります。
・地域防災拠点訓練等の機会を通じて、地域で暮らす障害のある人への理解を進めます。

５ 健康情報の発信などを通じて生活習慣病予防に取り組みます【福祉保健課】

・健康ポータルサイトの充実や健康情報パネル展の実施等、身近な場所で健康情報に触れる機会を
つくることで、健康づくりの関心を高めます。

６ 生活に困窮している方へ、早期の自立に向けた相談支援を行います【生活支援課】
・就労支援、家計相談、生活・学習支援等、様々な角度から解決に向けて支援します。

７ ごみなどによる不良な生活環境の解消・発生防止を支援します【福祉保健課、全課】

・いわゆる「ごみ屋敷」対策条例に基づき、本人に寄り添いながらごみ屋敷の解消・発生防止等に
向けた支援を行います。

８ 子どもから大人まで読書に親しめる取組を進めます【地域振興課】

新規・未就学児向けの読み聞かせボランティア養成講座や、ボランティア団体や大学、専門学校など
と連携した取組を実施します。

魅力発信・
まちの賑わい
づくり

１ 地域の魅力を高め、まちの賑わいにつなげます
【区政推進課、地域振興課、西土木事務所】

新規・「よこはまフェア」等を契機としたイベントやキャ
ンペーンを地域・企業の皆さまと協働して実施し、広域
に発信することで集客効果を高め、賑わいを創出します。
西区の魅力を PR する特別電車

魅力発信・
まちの賑わいづくり

２ 商店街の活性化に取り組みます【地域振興課】

新規・商店街と連携し、
「みなとみらい 21 さくらフェスタ」での来店特典キャンペーンを実施します。
また、店舗の紹介や歴史スポットを盛り込んだツアーを実施し、商店街の活性化を進めます。

３ 横浜駅周辺の魅力を高めます【区政推進課、西土木事務所、地域振興課】

新規・みなみ西口駅前広場全体を明るく改修し、公民連携により、横浜駅の玄関口としてふさわしい
四季折々の花に囲まれた賑わいのある空間を目指します。
・西口におけるバスの待機車両等による車道の混雑緩和や、利便性向上に向けた取組を行います。

４ 地域資源を活用し、まちの回遊性を高めます【区政推進課、地域振興課】

・西区の魅力を再発見できる散策ルート「温故知新のみち」を保土ケ谷道周辺に広げ、案内サインを
設置します。
・来街者が楽しんで区内を回遊できるよう、横浜駅・MM 地区から既成市街地のルートの魅力アップ
や、まち歩きアプリ等を活用したキャンペーンを実施します。
・まち歩きを通して西区の魅力を再発見する、「わが町、西区を知る」講座を開催します。

５ 西区の歴史資産等を活かした取組を行います【地域振興課】

・
「西区虫の音を聞く会」
、「横浜かもんやま能」など、区内の歴史資産を活用
したイベントや、「西区民まつり」、
「西区キャンドルアート」などを地域の
皆さまと一体となって開催し、地域の更なる交流を深めます。

６ オリンピック・パラリンピックに向けた機運を高めます【地域振興課】

・スポーツ講演会・体験会等、身近な場所でスポーツに親しめる機会をつくります。

スポーツ体験会

安全・安心なまちづくり

１ 地域における防災機能を強化します【総務課、福祉保健課、区政推進課、西土木事務所、全課】

・発災時に地域が主体となって避難所運営が行えるよう、地域防災拠点の取組や訓練を支援します。
・医療機関や関係者を中心とした実践的な訓練等を通じて、災害医療体制の整備を進めます。
・対象地域における「防災まちづくり計画」の取組を支援し、まちの不燃化を推進します。
・大規模な自然災害等の発生時に道路・下水道などインフラの緊急対応を的確に実施します。

２ 地域の交通安全・防犯力の強化に取り組みます【地域振興課】
・駅周辺の放置自転車対策を進め、歩行者の安全確保に取り組みます。
・地域の皆さまや戸部警察署などと連携し、交通安全対策や防犯啓発
活動を行います。

３ 健康危機管理に取り組みます【生活衛生課、福祉保健課】

地域防災拠点訓練

・区民の皆さまの安全を守るとともに、多くの来街者を迎える西区として、
感染症、食中毒等の発生を防ぐため、講習会の実施やイベント出店事業者等への指導を行います。

４ 環境にやさしい生活スタイルの定着を目指します【地域振興課、区政推進課】

・
「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」に基づき、ごみの減量や分別、食品ロス削減の取組を進めます。
・イベントや広報を利用した省エネ行動の啓発を行い、脱温暖化に向けた関心を高めます。

5 道路・下水道・公園を適切に維持管理します【西土木事務所】

親しみやすい
区役所づくり

・計画的に維持管理・点検・修繕し、誰もが住みやすい環境づくりに取り組みます。

１ 窓口サービスの効率化・利便性向上に取り組みます【戸籍課、税務課、保険年金課】

新規・窓口の待ち人数の状況を区役所ホームページに掲載し、混雑状況をリアルタイムで「見える化」
するなど、お客様の利便性向上につなげます。

２ 西区の取組や魅力を発信します【区政推進課、全課】

・広報よこはまや区役所ホームページ等の既存ツールや、公民連携による
新たな媒体を活用し、西区内の情報を的確かつタイムリーに提供します。

３ 職員一人ひとりの応対能力を向上します【総務課、全課】

・お客様の目線に立ち、親切・丁寧な応対ができるよう、お客様満足度向上の取組を進めます。

総務課 （窓口 50・51）
チーム西区 役所を支えます！
区民の皆さまから親しまれる区役
所づくりを進めるとともに、地域
における自助・共助の取組支援や
各種訓練等により災害対応力の強
化に取り組みます。また、選挙や
統計調査を適正に進めます。

区政推進課（窓口１・49）
区民の皆さまの声に耳を傾け、
地域課題の解決につなげます。
様々な広報媒体を活用し、西区の
魅力を発信するとともに、区民・
事業者の皆さまと連携・協働し、
活気あふれるまちづくりに取り組
みます。

地域振興課 （窓口 47・48）
商店街の魅力発信、オリンピッ
ク・パラリンピックを契機とした
スポーツ振興、その他イベント開
催等を通じ、区民の皆さまと一丸
となって、活気あふれるまちづく
りに取り組みます。また、ごみの
減量、まちの美化を推進していき
ます。

税務課 （窓口 43 ～46）
市税業務を公正・適正に行うと
ともに、区民の皆さまに十分な理
解が得られるように、親切・丁寧
に説明します。また、税負担の公
平性を保つため、適切に滞納整理
を進め、滞納額の圧縮と収納率の
向上に努めます。

区会計室 （窓口 41）

高齢・障害支援課（窓口 21～23）
介護保険、介護予防、認知症対
策、医療と介護の連携などにより
地域包括ケアシステムの構築を推
進します。また、障害のある人も
住 み や す い まち を 目 指し 、 障 害
児・者の支援や障害理解の啓発を
進めます。

こども家庭支援課（窓口 24・ 25）
保育所・幼稚園・学校・地域と
のネットワークを活かし、妊娠期
から学齢期まで切れ目のない子育
て支援を進めます。
「西区で子育て
をしてよかった」と思えるような、
子どもを見守る環境づくりに取り
組みます。

福祉保健課 （窓口 26・27 ）
区民の皆さまと一緒に、
「にこま

戸籍課 （窓口 2～6）
窓口に来られた方に、親切・丁
寧な分かりやすい対応と、正確・
迅速に業務を行います。また、受
付時の本人確認と交付時のダブル
チェックを確実に行い、個人情報
の保護を徹底することで、安心で
きる窓口を目指します。

保険年金課 （窓口 7～10）

西土木事務所
道路、下水道、公園の維持管理

南浅間保育園
区内の子育て関連施設のネット
ワークづくりを推進し、区全体の
保育の質の向上を図るとともに、
地域の親子への育児支援を行いま
す。子どもがいきいきと成長する
ことを願い、ぬくもりのある安心
できる保育を行います。

や、ハマロード・サポーター、公
園愛護会の活動支援を行います。
また、区民の皆さまの要望に適切
に対応し、安全で快適なまちづく
りを進めます。

区民の皆さまの信頼に応える、
適正な会計経理事務を行います。
窓口では、お客様のニーズや状況
に応じた分かりやすい説明を行い
ます。また、迅速・正確に事務手
続きを行い、親切で丁寧な応対を
します。

ちプラン」を進めながら、人々が
つながり、ともに支えあうまちを
つくります。また、生活習慣病予
防に役立つ情報の発信や感染症等
予防のための PR に努めます。

おもてなしの心をもって来庁さ
れる方に接し、お話に耳を傾けま
す。保険・年金制度をわかりやす
く説明し、迅速・正確な事務処理
を心掛け、公平で満足度の高い窓
口サービスを職員全員で提供しま
す。

問合せ 区政推進課企画調整係

電話 ３２０－８３３９

生活衛生課 （窓口 28）
健康で安全に暮らせるよう、食
中毒・感染症の予防、食や衛生害
虫の情報提供、犬猫の飼育マナー
に関する知識の普及啓発をしま
す。横浜駅やみなとみらい周辺で
開かれるイベントの衛生対策を推
進します。

生活支援課 （窓口 11）
生活保護受給中の方や生活に困
窮している方々に寄り添い、様々
な相談や支援を通して生活を支え
ます。特に昨年開所したジョブス
ポットと連携した就労支援や、子
どもたちの生活や学習の支援に力
を入れていきます。

「チーム西区役所」は
資源循環局 西事務所や
西消防署等とも連携し、
地域課題の解決に
区民の皆さまと一緒
に取り組みます！
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