
幸 区 

幸 区

地域の課題解決に向けた主要な取組

地域資源を活かしたまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○御幸公園の魅力
向上事業 

●梅林の整備方針の検討 

●御幸公園梅香事業の推
進 
・「梅香事業推進計画」
案の検討 

●御幸公園梅香事業の推
進 
・梅林の復活や植樹の
取組の推進 
・地域住民や学校等と
連携した取組 
・「梅香事業推進計画」
の策定 

●御幸公園梅香事業の推
進 
・梅林の復活や植樹の
取組の推進 
・地域住民や学校等と
連携した取組 
・歴史・文化に関する
講座の実施 

事業推進 

○音楽のまち推進
事業 

●気軽に良質な音楽を区
役所等で定期的に楽しめ
る｢夢こんさぁと｣（H27 
8 回）の実施 

●アマチュアを中心とし
た演奏者による｢さいわ
い街かどコンサート」
（H27 3 回）の実施 

●ミューザ川崎シンフォ
ニーホールを会場とした
｢さいわいハナミズキコ
ンサート｣の実施 

●気軽に良質な音楽を区
役所等で定期的に楽しめ
る｢夢こんさぁと｣（8回）
の実施 

●アマチュアを中心とし
た演奏者による｢さいわ
い街かどコンサート」 
（3回）の実施 

●ミューザ川崎シンフォ
ニーホールを会場とした
｢さいわいハナミズキコ
ンサート｣の実施 

事業推進 

○さいわいものづ
くり体験事業 

●実験やものづくりなど
を通じて科学に親しむ
｢さいわいテクノ塾｣の実
施 

●新川崎・創造のもり地
区を会場とした｢科学と
あそぶ幸せな一日｣の実
施 

●区内の企業との連携に
よる｢さいわいトライサ
イエンス実験教室｣の実
施 

●実験やものづくりなど
を通じて科学に親しむ
｢さいわいテクノ塾｣の実
施 

●新川崎・創造のもり地
区を会場とした｢科学と
あそぶ幸せな一日｣の実
施 

●区内の企業との連携に
よる｢さいわいトライサ
イエンス実験教室｣の実
施 

事業推進 

○区の木・花推進事
業 

●啓発物品の作成 

●地域への愛着を深める
広 報 イ ベ ン ト （ H27
1 回）の実施 

●区の木・花（ハナミズ
キ・ヤマブキ）の植樹 

●啓発物品の作成 

●地域への愛着を深める
広報イベント（2 回）の
実施 

●区の木・花（ハナミズ
キ・ヤマブキ）の植樹 

事業推進 

公園内の散策路等の
整備や、区民との協働
による「御幸公園梅香
（うめかおる）事業」を
推進し、市制 100 周年
に向けて、公園周辺の
魅力向上を図ります。 

ミューザ川崎シンフォ
ニーホールなど、区民
が身近な場所で音楽
に親しめる環境をつく
り、「音楽のまち・かわ
さき」を推進します。 

研究開発施設等が集
積した幸区の特色を
生かした科学体験イベ
ントを実施します。 

幸区誕生 40 周年を記
念して制定した、区の
木・区の花（ハナミズ
キ・ヤマブキ）を区民
に広く周知します。 



幸 区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○スポーツ推進事

業

●地域団体及びかわさき
スポーツパートナー等と
連携したスポーツ大会
（H27 3 回）の実施 

●スポーツ推進を目的と
した講演会等の開催 

●各団体が主催するスポ
ーツ大会における区の協
賛と区長賞の授与 

●地域団体及びかわさき
スポーツパートナー等と
連携したスポーツ大会 
（3回）の実施 

●スポーツ推進を目的と
した講演会等の開催 

●各団体が主催するスポ
ーツ大会における区の協
賛と区長賞の授与 

事業推進 

地域資源を活かし
たまちづくり事業 

●日吉のタカラモノ活用
事業（H27 9 回）の実施 

●郷土の歴史と文化を活
かした日吉まちづくり事
業（H27 13 回）の実施 

●日吉のタカラモノ活用
事業（9回）の実施 

●郷土の歴史と文化を活
かした日吉まちづくり事
業（13回）の実施 

事業推進 

幸区データブック
発行事業 

●さいわいデータブック
（H27 500 部）の発行 

●区ホームページへの統
計データの掲載 

●さいわいデータブック
（500 部）の発行 

●区ホームページへの統
計データの掲載 

事業推進 

花と緑のさいわい
事業 

●区役所前花いっぱい事
業（H27 2 回）の実施 

●緑化活動団体の支援 

●公共花壇等の花植活動
及び維持管理の実施 

●区役所前花いっぱい事
業（2回）の実施 

●緑化活動団体の支援 

●公共花壇等の花植活動
及び維持管理の実施 

事業推進 

花と緑のさいわい
事業（公共空間の緑
化） 

●さいわい歩道橋脇の花
壇の維持管理 

●さいわい歩道橋脇の花
壇の維持管理 

事業推進 

さいわい・はじめよ
うエコ事業 

●子ども向け環境啓発イ
ベント（H27 1回）の実
施 

●「緑のカーテン」等の
実施 

●市民活動団体等との連
携による資源循環の取組
の実施 

●環境配慮行動啓発パネ
ルの作成 

●子ども向け環境啓発イ
ベント（1回）の実施 

●「緑のカーテン」等の
実施 

●市民活動団体等との連
携による資源循環の取組
の実施 

事業推進 

各種団体と連携を図り
ながら、区民の健康及
び体力の保持増進を
図り、さまざまな世代
がスポーツを通して、
地域での住民同士の
交流が図られるよう、
取組を進めます。 

日吉地区で活動する
様々な団体がネットワ
ークをつくり、地域固
有の資源を活用した
身近なまちづくりを推
進します。 

様々な統計データを分
かりやすく親しみやす
く掲載した小冊子を作
成・配布するほか、ホ
ームページ上にも公
開し、区民の地域及び
区政への理解を深め
ます。

緑あふれる地域づくり
に向け、区内の緑化
環境の向上と区民の
緑化に関する意識高
揚に向けた取組を推
進します。 

道路敷などの市有地
を活用した花壇の維
持管理を行い、緑豊か
な環境づくりを進めま
す。

子ども向けイベントの
開催や環境啓発パネ
ルの活用など、多様な
年齢に即した意識啓
発活動を推進します。 



幸 区 

健康で安心して暮らし続けられるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○ご近所支え愛モ
デル事業 

●早期相談、連絡体制の
確立 

●モデル事業の実施 
・柳町（南河原地区） 
・河原町 13・14・15
号棟（御幸地区） 
・東小倉（日吉地区） 

●早期相談、連絡体制の
確立 

●モデル事業の実施（モ
デル地区を 8 か所に拡
充） 

●地域包括ケアシステム
の構築に向けた普及・啓
発 

●区内全域での事業展開 

事業推進 

○ふれあい・すこや
か事業 

●高齢者自身が参加する
「ふれすこサポーター養
成講座」の実施 

●ふれすこサポーターに
対するフォロー講座（H27 
1 回）の実施 

●見守り活動推進リーフ
レットの発行 

●高齢者自身が参加する
「ふれすこサポーター養
成講座」の実施 

●ふれすこサポーターに
対するフォロー講座 
（3回）の実施 

●見守り活動推進リーフ
レットの発行 

●見守り活動推進リーフ
レットの改訂・発行 

事業推進 

○健康長寿推進事

業

●地区組織との連携によ
る地域特性に合わせた健
康づくりの実施 
・御幸西地区 
・南河原地区 

●既に実施した地域にお
ける活動の活性化に向け
たフォローの実施 
・御幸西地区 

●地区組織との連携によ
る地域特性に合わせた健
康づくりの実施 
・御幸東地区 
・南河原地区 

●既に実施した地域にお
ける活動の活性化に向け
たフォローの実施 
・御幸西地区 
・南河原地区 

●既に実施した地域にお
ける活動の活性化に向け
たフォローの実施 
・御幸東地区 
・南河原地区 

事業推進 

○保健福祉情報発
信事業 

●保健福祉センターだよ
りを活用した効果的な情
報発信（H27 3 回発行・
全戸配布） 

●保健福祉センターだよ
りを活用した効果的な情
報発信（3 回発行・全戸
配布） 

事業推進 

さいわい食品衛生
啓発事業 

●食品衛生啓発用冊子
「我が家の食品衛生」
（H26 2,000 部）の発行 

●区内の小学生を対象と
した食品衛生に関するポ
スターの募集・展示の実
施 

●食品衛生啓発用冊子
「我が家の食品衛生」
（2,000 部）の改訂・発
行 

●区内の小学生を対象と
した食品衛生に関するポ
スターの募集・展示の実
施 

●冊子「我が家の食品衛
生」を活用した食品衛生
に関する普及・啓発 

事業推進 

健康づくりに関する学
習会や普及啓発講座
を地域において実施
することで、区民がよ
り健康に留意し、地域
のつながりの中で健
康づくりに取り組みな
がら、いきいきと暮ら
せるよう支援します。 

高齢者等の見守りを
要する世帯の増加を
踏まえ、地域住民が主
体となった声掛けや見
守り活動を行い、地域
コミュニティの強化を
図ります。 
地域包括ケアシステ
ムの構築に向け、住
民同士の支え合いや
仲間づくり等、自助・互
助のしくみづくりを進
めます。 

高齢者が安心して地
域で暮らし続けるため
に、自助・互助の取組
を高齢者の方々に広
げていきます。 
「ふれすこサポーター
養成講座」を開催し、
高齢者同士がお互い
に支え合うことができ
る地域づくりを進めま
す。 

保健や福祉に関する
事業やサービスを効
果的に区民に届け、
区民の関心と理解を
深めます。 

食中毒予防のポイント
を分かりやすく説明し
た冊子の配布や、区
内の小学生を対象とし
た食品衛生に関する
ポスターの募集・展示
などを通じて、区民へ
の食品衛生の啓発を
進めます。



幸 区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区民のための感染
症予防事業 

●「手洗いとうがいのハ
ンドブック」（H27 1,200
部）の発行 

●「手洗いとうがいのハ
ンドブック」を活用した
感染症予防に関する普
及・啓発 

事業推進 

安心して子育てできるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○総合的なこども支

援ネットワーク事業 

●「幸区こども総合支援
ネットワーク会議」（H27 
3 回）の開催 

●「幸区こども総合支援
ネットワーク会議」によ
る情報発信及び講演会
（H27 7 回）の実施 

●「みんなで子育てフェ
アさいわい」の実施 

●「幸区こども総合支援
ネットワーク会議」 
（3回）の開催 

●「幸区こども総合支援
ネットワーク会議」によ
る情報発信及び講演会
（7回）の実施 

●「みんなで子育てフェ
アさいわい」の実施 

●地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた普
及・啓発 

事業推進 

○こども・子育て支
援事業 

●子ども・子育て情報の
収集及び発信 

●乳幼児から学齢期の子
どもと家庭、子育て支援
者などを対象とした各種
講座（H27 153 回）の開
催 

●多様な媒体を活用し
た子ども・子育て情報の
収集及び発信の充実 

●乳幼児から学齢期の
子どもと家庭、子育て支
援者などを対象とした
各種講座（150 回程度）
の開催 

●日吉合同庁舎におけ
る子育て講座等の実施 

事業推進 

○保育所活用事業 ●区内公立保育所による
地域子ども・子育て支援
事業（H27 661 回）の実
施 

●民間保育所への支援・
連携事業の推進 

●公民保育所の人材育成 

●区内公立保育所によ
る地域子ども・子育て支
援事業（600 回程度）の
実施 

●民間保育所への支
援・連携事業の推進 

●公民保育所の人材育
成 

事業推進 

○幸区待機児童対
策事業 

●多様な保育事業に関す
る情報提供（川崎認定保
育園ガイドブックの発
行）の実施 

●利用者のニーズに応じ
たきめ細やかな相談・支
援の実施 

●多様な保育事業に関
する情報提供（さまざま
な手法による効果的な
情報発信）の実施 

●利用者のニーズに応
じたきめ細やかな相
談・支援の実施 

事業推進

区内の子ども・子育て
支援関係団体・機関
同士の情報共有と連
携強化を図るととも
に、情報発信や講演
会、「みんなで子育て
フェアさいわい」などの
事業を通じて、地域で
子育てを支援する環
境づくりを進めます。

子育て情報誌等の発
行や子育て支援講
座、保護者の交流機
会の提供等を通じて、
子育て家庭等への支
援を進めます。

民間保育所を含む地
域の保育所間の連携
強化、区内保育所の
保育の質の確保に向
けた人材育成等を進
めます。 

リーフレットを発行し、
感染症予防に関する
知識の普及・啓発を図
ります。 

多様な保育事業に関
する情報提供を行い、
保育の選択肢を広
げ、利用者に対するき
め細やかな相談・支援
を実施して待機児童
の解消を図ります。 



幸 区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○児童虐待防止・こ
ども相談支援事業 

●要保護児童対策地域協
議会幸区実務者会議での
事例検討、区民向け講演
会等（H27 6 回）の実施 

●子ども・子育てに関す
る相談と支援の実施 

●「こどもの発達支援保
護者交流会」（H27 10
回）の実施 

●要保護児童対策地域
協議会幸区実務者会議
での事例検討、区民向け
講演会等（6回）の実施 

●子ども・子育てに関す
る相談と支援の実施 

●「こどもの発達支援保
護者交流会」（10 回）の
実施 

事業推進 

○幸区こども学習
サポート事業 

●小学校施設を活用した
学習支援の実施 

●学習支援サポーター
（H27 12 人）の育成 

●学習支援サポーターの
フォローアップや活動支
援 

●小学校施設を活用し
た学習支援の実施 

●学習支援サポーター
（15人程度）の育成 

●学習支援サポーター
のフォローアップや活
動支援 

事業推進 

地域コミュニティ活性化の推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域コミュニテ
ィ推進事業 

●加入促進リーフレット
の作成・配布 

●スポーツ大会、リレー
カーニバル、清掃活動等
の実施 

●幸区町内会連合会のホ
ームページの運営 

●行政からの回覧依頼物
等の一括配送の実施 

●新規大規模マンション
の建設等に伴う町内会・
自治会組織立ち上げのた
めの支援に向けた検討 

●町内会・自治会役員の
人材育成の講座（H27
4 回）の実施 

●新川崎・鹿島田駅地区
における地域コミュニテ
ィ活性化に向けた取組の
検討 

●加入促進リーフレット
の改訂・配布 

●スポーツ大会、リレー
カーニバル、清掃活動等
の実施 

●幸区町内会連合会のホ
ームページの運営 

●行政からの回覧依頼物
等の一括配送の実施 

●新規大規模マンション
の建設等に伴う町内会・
自治会組織立ち上げに向
けた取組の推進 

●町内会・自治会役員の
人材育成の講座（4 回）
の実施 

●新川崎・鹿島田駅地区
における地域コミュニテ
ィ活性化に向けた取組の
推進 

●加入促進リーフレット
の作成・配布 

●大規模マンションの町
内会・自治会組織設立・
加入に向けた検討 

事業推進 

○市民活動等支援
事業 

●市民活動コーナーなど
の運営による市民活動支
援の促進 

●市民活動活性化のため
の事業の実施 

●市民活動コーナーなど
の運営による市民活動支
援の促進 

●市民活動活性化のため
の事業の実施 

事業推進 

市民活動コーナーの
運営や市民活動団体
同士の交流を促進し、
区内の市民活動と区
民の主体的な取組を
促進します。 

地域の課題調査や町
内会・自治会の活動
支援などを通じて、区
内のコミュニティ活動
を進めます。 

関係機関との会議や
研修会、講座の開催
を通じて、要保護児童
の早期把握に努める
とともに、孤立感や不
安感なく安心して子育
てができる地域づくり
を進めます。 

ＮＰＯと区民サポータ
ーが連携して、外国に
つながる小中学生へ
の学習支援活動と、サ
ポーターの養成を行う
ことで、区民の主体的
な活動を進めます。 



幸 区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○幸区多文化共生
推進事業 

●多文化フェスタさいわ
い（H27 900 人規模）の
実施 

●講演会の実施 

●国際理解基礎講座（H27 
5 回）の実施 

●多文化フェスタさいわ
い（1,000 人規模）の実
施 

●講演会の実施 

●国際理解基礎講座 
（5回）の実施 

事業推進 

○さいわいガイド
マップ発行事業 

●「さいわいガイドマッ
プ」（H27 13,000 部）の
作成・配布 

●「さいわいガイドマッ
プ」（13,000 部）の作成・
配布 

事業推進 

地域の魅力発信事
業 

●学校等と連携した花壇
への花植え活動（H27 2
回）の実施 

●加瀬台古墳群の出土品
（複製品）等の制作及び
展示 

●学校等と連携した花壇
への花植え活動（2 回）
の実施 

●加瀬台古墳群の出土品
（複製品）等の展示

事業推進 

鹿島田駅周辺総合
的環境整備事業 

●「鹿島田駅周辺環境整
備連絡会議」における総
合的な環境整備活動の検
討・推進 

●広く区民に町の環境美
化を呼びかける「環境ポ
スター展」の実施 

●地域と連携した環境イ
ベント、小学生の「二ケ
領用水勉強会」、中学生の
「自転車等放置防止啓発
キャンペーン」の実施 

●「鹿島田駅周辺環境整
備連絡会議」における総
合的な環境整備活動の検
討・推進 

●広く区民に町の環境美
化を呼びかける「環境ポ
スター展」の実施 

●地域と連携した環境イ
ベント、小学生の「二ケ
領用水勉強会」、中学生の
「自転車等放置防止啓発
キャンペーン」の実施

事業推進 

コミュニティカフ
ェ推進事業 

●コミュニテイカフェ
(H27 11 回)の開催 

●コミュニティカフェ講
座（H27 2講座）の開催 

●市民向け公開講座(H27 
4 回)の開催 

●コミュニテイカフェ
(11 回)の開催

●コミュニティカフェ講
座（1講座）の開催 

●市民向け公開講座(3
回)の開催 

事業推進 

はじめよう地域活
動プラチナ講座事
業 

●プラチナ講座の開催 

●受講者による自主グル
ープ結成に向けた支援 

●プラチナ講座の開催 

●受講者による自主グル
ープ形成に向けた支援 

事業推進 

ガイドマップの発行を
通じて、転入者等へ区
民生活に必要な情報
を提供し、地域理解の
促進を図ります。 

多文化フェスタや講演
会等の開催を通じて、
多文化共生に対する
区民の理解と関心を
深めます。 

様々な区民が参加し
交流するコミュニティカ
フェを開催し、区民同
士の交流と、地域活動
をはじめるきっかけづ
くりを行います。 

退職世代を対象に講
座を開催し、身近な地
域で活動する楽しさや
意義などを感じてもら
うことにより、地域活
動に積極的に関わる
人材を育成します。 

夢見ヶ崎公園におい
て、地域団体や小学
校と連携した花植えを
実施するなど、地域の
コミュニティ拠点とし
て、区民の憩う空間づ
くりを推進します。 

町内会・自治会、商店
会、小・中学校などで
構成する連絡会議に
おいて、地域環境の課
題を検討しながら、鹿
島田駅周辺の総合的
な環境整備活動を展
開します。 



幸 区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区民祭開催経費 ●「幸区民祭実行委員会」
への経費補助を通じた区
民祭の開催支援 

●「幸区民祭実行委員会」
への経費補助を通じた区
民祭の開催支援

事業推進 

安全で安心に暮らせるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域防災活動推
進事業 

●幸区災害対策協議会
(H27 全体会 3 回開催)を
中心とした防災対策づく
り 

●各部会における諸課題
の検討及び対策の実施 

●関係団体・機関との情
報共有(H27 部会 13 回開
催) 

●啓発活動の実施 

●隣接区（川崎区・中原
区・鶴見区）との連携 
・川崎区、鶴見区との
協定締結（H27） 

●幸区災害対策協議会を
中心とした防災対策づく
り(全体会 3回開催) 

●各部会における諸課題
の検討及び対策の実施 

●関係団体・機関との情
報共有(部会 12回開催) 

●啓発活動の実施 

●隣接区（川崎区・中原
区・鶴見区）との連携 
・川崎区、鶴見区との
合同訓練の実施 

事業推進 

○幸区災害対策推
進事業 

●避難所開設・運営訓練
(H27 8 回)の実施 

●防災備品等の計画的な
配備 

●自主防災組織等活性化
講座(H27 1 回）の実施 

●避難所開設・運営訓練
(7回)の実施 

●防災備品等の計画的な
配備 

●自主防災組織等活性化
講座（3回）の実施 

●3 か年の実施結果を踏
まえた訓練の継続実施 

事業推進 

○案内サイン設置
事業 

●案内サイン（H27 7 か
所）の設置

●既設の案内サイン（H27 
3 か所）の盤面更新

●案内サイン（1 か所）
の設置

●既設の案内サイン（7
か所）の盤面更新

●川崎駅西口赤レンガ倉
庫モニュメントの説明板
の設置

●既設の案内サインの盤
面更新

事業推進

○交通安全普及啓
発事業 

●幼児から高齢者まで幅
広い年齢層を対象とした
各種交通安全教室（H27 
55 回）の実施 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室（H27 
2 回）の実施 

●啓発活動の実施 

●幼児から高齢者まで幅
広い年齢層を対象とした
各種交通安全教室（55
回）の実施 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室（3
回）の実施 

●啓発活動の実施 

事業推進 

自主防災組織・避難
所運営会議の活性
化、区本部・避難所の
防災資器材の充実な
ど、区内の防災基盤
整備の取組を進めま
す。

区庁舎等への案内サ
インの整備を通じて、
災害時の帰宅困難者
等を適切に誘導する
など、利便性の向上を
図ります。 

災害対策協議会の運
営等を通じて、地域住
民や企業、医療機関
等で情報共有・課題検
討などを行い、地域の
連携強化の取組を進
めます。 

スケアードストレート方
式の交通安全教室の
実施等により、危険回
避意識と交通安全知
識の習得などを目的と
した啓発活動を進めま
す。 

地域に密着した事業
である幸区民祭の開
催を支援し、新旧区民
の交流と連帯を深め、
地域コミュニティの活
性化を進めます。 



幸 区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○安全・安心まちづ
くり普及啓発事業 

●防犯パトロールの実施
による防犯意識の醸成 

●子どもの安全確保に向
けた地域見守り活動の推
進 

●交通安全への取組の継
続実施 

●啓発キャンペーン（H27 
2 回）の実施 

●防犯パトロールの実施
による防犯意識の醸成 

●子どもの安全確保に向
けた地域見守り活動の推
進 

●交通安全への取組の継
続実施 

●啓発キャンペーン（2
回）の実施 

事業推進 

さいわい動物愛護
推進事業 

●小学生を対象とした夏
休み動物愛護教室の開催 

●動物愛護小冊子「ワン
コからのてがみ」（H26 
2,000 部）の発行 

●市内一斉適正飼養キャ
ンペーンにおける啓発活
動の実施 

●ラミネートパネルの作
成・配布による適正飼養
に向けた啓発活動の実施 

●小学生を対象とした夏
休み動物愛護教室の開催 

●小冊子「ワンコからの
てがみ」を活用した動物
愛護に関する普及・啓発 

●市内一斉適正飼養キャ
ンペーンにおける啓発活
動の実施 

●ラミネートパネルの作
成・配布による適正飼養
に向けた啓発活動の実施 

事業推進 

区役所サービス向上事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区民に身近な区役
所づくり推進事業 

●大規模住宅等への入居
世帯に対する転入手続に
必要な書類の事前配布等
（H27 500 世帯） 

●大規模住宅等への入居
世帯に対する転入手続に
必要な書類の事前配布等 

事業推進 

幸区情報発信推進
事業 

●「さいわい広報特別号」
（H27 2 回）の発行 

●区民会議からの提言等
を踏まえた地域課題の解
決に向けた広報等の実施 

●「さいわい広報特別号」
（2回）の発行 

●区民会議からの提言等
を踏まえた地域課題の解
決に向けた広報等の実施 

事業推進 

さいわい区民アン
ケート事業 

●区民アンケート調査
（H26 8 月）の実施 

●区民アンケート調査（9
月頃）の実施 

●区民アンケート調査結
果を踏まえた取組の検討 

事業推進 

街頭キャンペーンの開
催、町内会等と連携し
た防犯パトロールの実
施などを通じて、地域
に根ざした啓発活動を
進めます。 

転入世帯への必要書
類の事前配布や説明
などを通じて、区役所
窓口の利便性の向上
や、満足度の高いサ
ービスの提供を推進し
ます。 

「さいわい広報特別
号」の発行等を通じ
て、区政情報等を広く
区民へ周知する取組
を推進します。 

区政に対する区民の
意識を多面的に調査
し、今後の区政運営や
地域課題の解決に向
けた参考としていきま
す。 

動物愛護教室等を通
して、動物の愛護と適
正な飼養管理につい
て区民の理解と関心
を深めるとともに、動
物愛護思想の普及啓
発を行うことにより、人
と動物の共生を図りま
す。



幸 区 

地域課題対応その他事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

幸区提案型協働推
進事業 

●提案型事業（H27 6 事
業）の実施 

●27年度事業の評価 
（H27 1 月） 

●28年度事業の審査・決
定（H27 3 月） 

●提案型事業の実施 

●28年度事業の評価 
（2月頃） 

●29年度事業の審査・決
定（3月） 

事業推進 

その他経費 ●地域課題対応事業を支
える事務等の実施 

●地域課題対応事業を支
える事務等の実施 

事業推進 

区の新たな課題即応事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区の新たな課題即
応事業 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進

事業推進 

地域課題の解決に向
け、公益性の高い事
業を実施できる市民活
動団体等から事業提
案を募集し、行政と提
案団体との協働により
事業を推進します。 

幸区地域課題対応事
業の効率的・効果的な
推進を支えるため、必
要となる事務・管理運
営を行います。 

新たに生じた課題に、
適切かつ迅速に対応
し、解決に向けた取組
を推進します。 


