
神奈川 1
地域防災拠点における生活用品の更新につい
て

　地域防災拠点における生活用品（ほ乳瓶、生理用品、紙お
むつ、紙パンツ）の定期的な更新

総務局 ○

神奈川 2
マイナンバー業務におけるセキュリティの向上
及び効率的な業務処理に向けた、戸籍課窓口
及び執務室のレイアウト・什器等の整備

　セキュリティの向上及び効率的な事務処理に向けて、窓口
及び執務室の什器等の購入や業務用端末等の配線工事等

市民局 ○

神奈川 3
学校規模適正化に向けた通学路の安全対策に
ついて

１　通学路安全対策の検討に必要な基礎データに基づいた
検討
２　通学路安全対策に必要な用地の取得等
３　通学路の安全対策の検討から実施に至るまでの対応部
署を、教育委員会事務局が一括所管する枠組みの構築

教育委員会事務局 ○

神奈川 4
特別養護老人ホーム併設地域包括支援セン
ターの機能強化

　羽沢地区の地域包括支援センターが併設されている特別
養護老人ホーム「若竹苑」に、地域ケアプラザと同等の機能
を整備

健康福祉局 ○

神奈川 5
精神保健福祉法第23条に基づく通報対応やそ
の他緊急の障害者対応等に活用する携帯電話
の配備について

　警察官からの通報や緊急対応を要した際に外部との連絡を
行うための、各区の障害者支援担当への携帯電話の配付

健康福祉局 ○

神奈川 6
地域子育て支援拠点出張ひろばの局予算化に
ついて

　地域子育て支援拠点における区内２か所の出張ひろば運
営の局事業化

こども青少年局 -

神奈川 7
災害対応を踏まえた土木事務所庁舎の機能強
化について

　災害時の初期対応の強化のため、職員の配備体制を見直
したこと等による土木事務所の改修

市民局 ○
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平成31年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧



（様式３－２）

担当者名 深沢、二瓶 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 中島・吉澤 TEL

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 災害対策備蓄事業

◇対応の内容

　生活用品の更新について、１か年で対応できるよう必要経費を予算計上します。
また、耐用年数を踏まえた計画的な更新に取組めるよう、引き続き、検討を進めていきます。

総務局 危機管理課

対応する その他

対応する場合

所管局課・担当者 総務局危機管理課　中島係長

地域防災拠点における生活用品の更新について1

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 総務課

411-7004

総務局 全区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

・古い品物を肌に触れさせるのは抵抗がある。
・備蓄品が「いつまで使えるものなのか」分からないと不安

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　自助・共助の観点から家庭内備蓄について、地域での出前講座等を通じて啓発してきました。

◇課題解決のための方策

　ほ乳瓶、生理用品、紙おむつ、紙パンツを３か年程度で更新を行います。更新時は、保存期間や使
用期間の目安を表示するなどして、使用期間に対する地域の不安が極力少なくなるようにします。
　また、更新後の備蓄品が、再度20年近く経って劣化しては意味がありません。全市的な備蓄計画の策
定によって、定期的な更新を担保することで、地域の不安を解消します。なお、利活用の仕組みをあわ
せて構築することがより効果的と考えます

市全体459拠点で積算した場合　合計　63,709千円　【21,236千円】　　※【　】は３か年で更新した場合

　各地域防災拠点には、食料に加えて、生活用品や避難生活に必要な資機材等を備蓄しています。食料
は、賞味期限に合わせて定期的に更新を行っているほか、資機材についても老朽化が著しいものや取扱
いが難しいものなどを最優先に更新を行っています。
　一方、生活用品の多くは、備蓄から20年以上が経過し、一度も更新されていません。生活用品の中で
も、ほ乳瓶、生理用品、紙おむつ、紙パンツについては、使用時に一定時間直接肌に触れるもので
す。しかしながら、長期間保存され、劣化が進んでいるため、避難者が使用時に「肌のかぶれ」等事故
のリスクがあります。また、デザインや機能面からも陳腐化が進んでいます。

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
■８　その他（地域防災拠点運営委員会からの要望）

◇区民からの具体的な要望

671-2011

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 野澤・塚原 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 堀・加藤 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 市民局窓口サービス課　堀係長

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-2176

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

マイナンバー業務におけるセキュリティの向上及び効率的な業務処理に向けた、戸籍課窓口及び執務室
のレイアウト・什器等の整備2

提案内容
・

概算額等

市民局 窓口サービス課

対応する 既存の事業で対応する

・窓口及び執務室の什器等の購入
・業務用端末等の配線工事　等

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 戸籍課・総務課

411-7034

市民局 鶴見区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・マイナンバーカードの紛失をふまえ、戸籍課では様々な再発防止策を実施しており、安定的、継続的
に対策を実施していくためには、少しでも職員の負担を軽減する必要があります。
・戸籍課は、区庁舎建設時の窓口配置を基本とし、その後の業務変化に対応する形で少しずつレイアウ
ト変更等を行った結果、効率的な事務処理が難しいレイアウトになっています。特に、新規業務である
マイナンバーカードの交付業務は、受付から交付までのお客様及び職員の動線が長く、また、住民異動
に関する業務処理をする職員の動線と交錯しています。結果として、お客様の待ち時間が長くなるとと
もに、職員への負担となっています。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

・二度とマイナンバーカードを紛失しないで欲しい。
・引越しの手続きに来たが、待ち時間が長い。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

・個人情報保護審議会の答申（30年２月９日）をふまえ、市民局からの指示に基づき、マイナンバー
カードの紛失事案に係る再発防止策を実施しています。
・待ち時間の短縮については、30年度においては、職員勤務体制の工夫や業務委託等により改善を図っ
ています。

◇課題解決のための方策

・市民局窓口サービス課が、セキュリティ対策及び機能的な什器等に詳しい専門業者から、セキュリ
ティの向上及び効率的な事務処理に関する提案を受けているため、その提案を実現します。

◇対応の内容

レイアウト等の改修について、対応します。



（様式３－２）

担当者名 加藤木・田邊 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 増田・鵜木 TEL

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

○学校規模適正化に関する保護者への説明会、地元町内会への説明会等において、通学路安全対策の具
体的な内容の早期提示が求められています。また、歩道拡幅や信号機設置などの要望事項が上がってい
ます。通学路の安全対策が具体的に示されない状況での学校統合は認められない、との意見が多く出て
います。
◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

○学校規模適正化検討部会への同席（第１回から第３回）
○地元説明会、保護者説明会への同席
○地域との直接対話
○現地踏査

◇課題解決のための方策

○学校統合に伴う通学路の安全対策について、地域の不安が払しょくされるよう、教育委員会事務局
が、想定される通学路の交通量調査や通学路変更による児童通行人数の見込みなど定量的なデータを基
に、必要な安全対策を検討・推進します。
○通学安全を考慮した学校統合を地域が納得する形で受け入れられるよう、検討部会から区長等へ要望
書を提出させるのではなく、教育委員会の課題として受け止め、ハード・ソフト両面で主体的に対応し
ていく必要があります。
○教育委員会事務局は、地域に寄り添いながら、丁寧な説明を継続的に行うことにより、学校統合への
理解を深めていただけるよう取り組みます。

○通学路安全対策の検討に必要な基礎データに基づいた通学路安全対策検討費 千円
○通学路安全対策（一部の交差点における児童の溜りスペースの確保等）に必要な用地の取得費用及び
賃借料
　取得費用:約 千円（参考額:　  坪×　  か所× 千円＋税等）
　賃 借 料:約 千円（参考額: 　 ㎡×　  か所× 千円×12か月＋税等）
○学校規模適正化に伴う通学路の安全対策の検討から実施に至るまでの対応部署（予算措置を含む)
を、教育委員会事務局が一括所管する枠組みの構築

○教育委員会の附属機関に設置された「池上小学校・菅田小学校」通学区域と学校規模適正化等検討部会で
は、①菅田小学校と池上小学校の学校統合、②統合後の使用校舎を池上小学校、③統合時期を平成33年４月、
とすることなどを決定しています。
○学校統合に伴う通学路の変更にあたり、地域は通学路の安全対策に万全を期すよう強く求めていますが、交
通量調査や児童通行人数の見込など、定量的データがなく、また、現行の枠組みの中で、通学路の安全対策を
実施する部署が教育委員会事務局だけではないため、関係部署間で連携し、通学安全対策を講じる必要があり
ます。
○これまで市内で実施されてきた学校統合に伴う通学路の安全対策については、地元の学校規模適正化等検討
部会が要望書をとりまとめ、区長及び警察署長あてに提出してきました。教育委員会は要望書をとりまとめる
支援はするものの、学校統合に伴う具体的な安全対策（予算措置を含む）に係る計画・事業実施・評価の一連
の流れについて、一括して対応できていないのが現状です。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等 ■２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート ■６　区民要望 □７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

671-4027

学校規模適正化に向けた通学路の安全対策について3

項 目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 区政推進課

411-7028

教育委員会事務局

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 学校規模適正化

◇対応の内容

〇これまで行った説明会等を通じて得た地元要望や通学距離を勘案して想定した新しい通学路につい
て、交通量調査を行うとともに、関係部署と連携して歩行者溜まりを確保できるよう対応していきま
す。
〇学校統合に伴う通学安全対策については、関係局区等とは初期段階で連絡会を開催するなど、情報共
有及び調整を進めます。また、検討部会からは従来どおり通学安全要望が提出されますが、教育委員会
としても対応可能な事項については真摯に受け止めます。

教育委員会事務局 学校計画課

対応する 既存の事業で対応する

対応する場合

所管局課・担当者 教育委員会事務局学校計画課　増田課長、鵜木係長

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 村尾・中山 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 岩瀬、山口 TEL

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 地域ケアプラザ運営事業、包括的支援事業

◇対応の内容

　現在の地域ケアプラザの整備計画終了後の方針について、高齢者人口や包括圏域の大きさ等のデー
タを基に今後検討を進めていくなかで、この件についても合わせて検討していく予定です。

健康福祉局 地域支援課

対応する 既存の事業で対応する

特別養護老人ホーム併設地域包括支援センターの機能強化4

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 福祉保健課

411-7136

健康福祉局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

特養包括である若竹苑に、ＣＰと同等の機能を設置すること

　（特に、「貸館機能」の設置を望む地域の声が強く、
　　また「高齢者以外の地域課題（例：子ども分野や障害分野など）」の地区支援を
　　地域の信頼の下、地域交流部門が配置されていない特養包括が担わざるをえない状況）

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

他のＣＰと異なり、包括３職種（看護師・社会福祉士・主任ケアマネージャー）のみで地域支援を
行っており、平成28年度予算編成に向けた地域ニーズにて、地域活動交流コーディネーターの
配置を要求した。
　→要求の結果、地域活動交流コーディネーターは配置されなかったが、他のＣＰと同様、
　　生活支援コーディネーターが配置されることとなった。

◇課題解決のための方策

　
　若竹苑にＣＰと同等の機能を設置すること。

「場の活用」機能を強く望む地域の声や、若竹苑が実施している地域支援の現状に鑑み、
従前の整備計画にはありませんが、羽沢地区にもＣＰを新設するよう、要望します。

ただし、待ったなしの地域支援にあたり、特養包括のあり方を整理した上で、
暫定的な措置として、若竹苑にＣＰと同等の機能を設置していただきたい。
　　➡・専任所長の配置
　　　・地域活動交流部門を担う職員の配置
　　　・(包括）相談室の設置
　　　・貸館機能の設置

○　羽沢地区は主に菅田地域ケアプラザ区域に属するが、①区域の広域さや、②ケアプラザへの交通手段など
　から、日常生活圏域を分割し、地域包括支援センターについては、特別養護老人ホーム「若竹苑」に設置
　している。

○　羽沢地区内の社会福祉資源の拠点施設は地域包括支援センター（以下、「包括」という）のみであるが、
　若竹苑は地域ケアプラザ（以下、「ＣＰ」という）ではなく特養包括であることから、ＣＰと同等の機能が
　設置されていない。

○　若竹苑に貸館機能が設置されておらず、地区住民の方々はやむを得ず近隣の菅田ＣＰ、片倉三枚ＣＰ及び
　他区である常盤台ＣＰを利用することも少なくないことから、地区が分断されており、一体的な地域支援を
　行うことが出来ていない。

○　福祉保健の地域支援を行うためには、地域の相談等で課題や事例を把握する包括部門と、人材や既存
　ネットワーク等をつなぐ地域交流部門との連携が不可欠であるため、羽沢地区の地域活動支援を日常生活
　圏域外である近隣の他ＣＰの地域交流部門が所管することは、そもそも実質的に困難である。

○　当該圏域の地域活動・交流事業については他ＣＰが所管することとなっているが、実際にＣＰもそのような
　認識を有しておらず、20年以上に亘り、若竹苑がその役割を担い続けており、地域の信頼という観点からも、
　若竹苑以外の施設が地区支援を行うことは現実的ではない。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-4047,3613

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局地域支援課　山口係長・岩瀬係長

対応の有無

地区住民

地域にあったインフォーマル対応策

の企画・コーディネート

地域ニーズを反映した施策

◆ 送迎ボランティアの育成

◆ 介護者の息抜きサロン

◆ 生活保護世帯の参加しやすい食事会

◆ 子どもの居場所づくり など

課題を抱えている住民を地域の

活動に受け入れる地域づくり

様々な地区活動への参加・連携

◆ 地域の福祉交流祭り

◆ 身近な交流・居場所づくり

◆ ウォーキング・ラジオ体操

◆ カラオケ など
若竹苑

地区で有する課題感

（地福計画地区懇談会から）

◇ 障害者・生活困窮者など

様々な人も参加できる身近な

交流場所が必要

◇ 買物支援など身近で支え合う

ちょいボラの立ち上げ など

生活支援

コーディネーター

(包括）相談室

所長

個別相談の中で、

課題やニーズを

把握

包括３職種

地域活動交流

部門

生活上の困りごと・相談

◇ 障害児者の外出送迎支援

◇ 生活保護世帯の孤立

◇ 中高生や子どもの居場所

◇ 認知症の介護負担 など

若竹苑が一体的に

地域支援を実施！

貸館機能

（場の活用）



（様式３－２）

担当者名 清水 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 中村 TEL

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容・概算額等

・通報から受診までをスムーズに実施してほしい
・緊急時に、家族や施設、受診先等との連絡調整をしっかり行ってほしい

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

これまで職員の個人用携帯で連絡せざるを得ない状況があり、23条通報等の対応は調整に時間がかか
るため多額の通話料が職員負担となったり、家族等との連絡に個人用携帯を使用するのが戸惑われる
場面がありました。そのため現在神奈川区ではやむなく個性ある区づくり推進費で携帯電話の契約を
行っていますが、本来個性ある区づくり推進費は各区の個別性や区役所の自主性に基づく事業に対す
る予算であり、本件については、高齢者やこどもの虐待防止、女性福祉相談等の事業同様、全市共通
の課題として局で対応するべきものであると考えます。また、18区がそれぞれ携帯電話の契約を行っ
た場合、各区で契約事務を行うため非効率です。

◇課題解決のための方策

横浜市全体の法定業務であることを鑑み、健康福祉局が携帯電話を一括で事務手続き（契約・支払）
し、各区の障害者支援担当に配付します。

      円×12か月×18区＝         円

障害支援業務に際しては、精神保健福祉法第23条に基づく警察官通報業務や障害者虐待対応等、常時
緊急対応を要する業務があるにもかかわらず、緊急時の連絡手段が整備されておらず、担当職員等の
自己負担等により対応しているところも少なくありません。高齢者虐待、こども虐待防止、女性福祉
相談等の事業については、緊急時の対応における体制の整備を目的に局所管課が一括で契約した携帯
電話が各区に配付されています。
障害者支援業務では、各種通報の件数等は他の制度と比べ少ないものの、常時一定数の23条通報は生
じていることや、地域で障害者を支える取り組みを進める中で、今後、各区に求められる役割も増え
ることが想定されるため、全市統一で携帯電話等の配付を要求します。

【精神保健福祉法　抜粋】
第二十三条　警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神
障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直
ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
第二十七条　都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者
について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならな
い。
（精神保健福祉法における「都道府県」は横浜市に読み替えます）
【23条通報件数（平成29年度）】

※区役所は平日日中と深夜帯で対応し切れなかった対象者を担当しています。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-3606

精神保健福祉法第23条に基づく通報対応やその他緊急の障害者対応等に活用する携帯電話の配備につ
いて5

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 高齢・障害支援課

411-7114

健康福祉局
鶴見区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭
区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・
戸塚区・栄区・泉区

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 精神保険福祉対策事業

◇対応の内容

携帯電話の導入経費について局で予算を計上

健康福祉局 障害企画課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局障害企画課 中村係長

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 永見 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 2年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 矢原・成田 TEL

対応の有無

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

平成19年度から続いている拠点の２か所の出張子育てひろばを今後も継続実施して欲しい。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

拠点へのアクセスが良くない地域への支援を強化するため、平成19年度の拠点開所当時から、拠点の
アウトリーチ機能として２か所の出張子育てひろば（週１回、４時間）を展開しており、現在は個性
ある区づくり推進費で対応しています。当該事業は、年間約4,000人の親子が利用しています(過去３
年利用実績 H27:4,570人、H28:3,995人、H29：4,106人)。

◇課題解決のための方策

＜出張ひろばの予算措置＞
 平成19年度から実施している２か所の出張子育てひろばについて、国の実施要綱にある「出張ひろ
ば」と位置づけ、事業の加算対象とし局予算化を図って欲しい。
○常設のサテライトを設置することも重要ですが、拠点スタッフが地域に出張することで、拠点まで
のアクセスが悪い地域に住む親子が拠点と同じサービス(親と子の居場所、相談、情報提供）を受け
ることが出来るようになります。また、支援が必要な家庭の早期発見やモニタリング、情報提供につ
いても区と円滑な連携が可能となります。
○拠点スタッフが地域に出向き、ネットワーク機能や人材育成機能を活用することで、地域の実情や
ニーズを踏まえた新たな地区活動の立ち上げ支援や、子育て世代の当事者の活動支援、関係機関との
連携のコーディネートを行うこともできます。これらは、既存の親と子のつどいの広場や子育て支援
者事業にはない機能です。また、予算もサテライトの40分の１の予算で実施できます。
○拠点機能を持った出張子育て広場を設置することで、地域の関係機関とネットワークを築いて新た
な事業を実施したり、利用者の主体的な活動を支援し新たな担い手として育成するなど、単なる広場
とは異なり、地域の特性に応じた広がりのある子育て支援を展開することができます。
○横浜市版子育て世代包括支援センターにおいて、区と拠点が両輪となって切れ目のない支援の実現
を目指すためにも、拠点スタッフが地域にアウトリーチできる機能は重要です。

出張ひろば２か所の運営費　1,300千円
非常勤職員・アルバイト職員　1,200千円
会場費　100千円

〇 神奈川区は、出生数は約2000人と横ばいで推移していますが、新たなマンションの建設も続き、
人口増加数（H29神奈川区:1382人 H29全市平均:1,988人）、増加率（H29神奈川区:0.58％　全市平
均:0.05%）は高く、保育所も整備され続けています。地域ボランティアが主催する親子のたまり場
「すくすくかめっ子」は区内44会場あり、その他にも子育て支援者会場（区内11か所）、親と子のつ
どいの広場（３か所）、保育所による子育てひろば事業（常設園２園、常設以外13園）等、区内には
様々な子育て支援の場があります。
〇 しかし、東西に長い神奈川区は公共交通機関の利便性が低く、また公共施設等も少ない地域があり、こ
うした地域では子育て支援を展開しにくい状況となっています。
〇 市が整備を進めている地域子育て支援拠点サテライト（週５日開所）の設置と合わせて、地域子育
て支援拠点（以下、拠点）による出張ひろばを実施することで、拠点へのアクセスが悪く、常設の支援の場を
設置しにくい地域においても、拠点機能を活用した事業を展開し、地域の中に子育て支援の輪を広げ
ていくことが必要です。

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート ■６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

671-4157

地域子育て支援拠点出張ひろばの局予算化について6

項 目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 こども家庭支援課

411-7137

こども青少年局

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 子育て支援拠点事業

◇対応の内容

こども青少年局 子育て支援課

対応しない 予算化見送り

対応する場合

所管局課・担当者 こども青少年局子育て支援課　矢原係長

対応しない場合

 地域子育て支援拠点のサテライト整備、親と子のつどいの広場などの居場所事業の展開、地域子育
て支援拠点のネットワーク機能と人材育成機能の活用による支援の面的拡充を進めているところであ
り、現時点で、非常設の出張ひろばによる支援展開は想定していません。また、出張ひろばの設置に
あたっては、子育て支援実施施設の担うそれぞれの役割を整理をした上で、それらをどう活用して、
支援の網の目を構築していくかを検討する必要があると考えます。

◇対応する場合の課題

子育て支援関係の施設（地域子育て支援拠点・拠点サテライト・出張ひろば・親と子のつどいの広
場、はまっ子ひろば等）の、役割の整理と、それらを活用した区全体の支援体制のあり方の検討。

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 小泉 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 土田・佐野 TEL

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

◇対応の内容

昨今の災害を踏まえ、平成30年度から土木事務所の配備体制に女性職員が入り、女性職員が待機でき
る、女子休憩室の整備やシャワー室、女性用トイレを設置する必要があります。また、災害時の来庁
者対応として、女性用トイレの設置と多目的トイレの改修の必要性も認識しています。今後も区と課
題を共有し、緊急性を考慮しながら土木事務所の環境改善に向けて検討していきます。

市民局 地域施設課

対応する 既存の事業で対応する

対応する場合

所管局課・担当者 市民局地域施設課　土田係長、佐野

災害対応を踏まえた土木事務所庁舎の機能強化について7

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 神奈川土木事務所

491-3363

市民局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

台風、大雨等の風水害時の迅速な初期対応（道路冠水対応、倒木等の対応）
大雪時の雪害対応（幹線道路・駅前等の除雪、通勤・通学路等への融雪剤の散布等）

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

神奈川区運営方針　Ⅱ「安全・安心なまちづくり」
日々の道路監察、日常点検を行うとともに、必要な個所の補修・修繕工事の実施、陳情に対する迅速な対応等を
行っています。道路、下水道、公園等の維持管理を行い、区民の安全・安心な暮らしを守るため日々業務に取り
組んでいます。

◇課題解決のための方策

土木事務所は昭和53年5月に開設し築40年を経過した建物で、当初は女性職員が少なかったこともあり、女性職
員への環境が不十分な状態にあります。今回、災害時の初期対応の強化のため職員の配備体制を見直したことと
あわせて、職員の環境整備のため、土木事務所内の２階を改修し、女子休憩室の移設及びシャワー室・女性用ト
イレを新たに設け、長時間の配備体制になった場合でも対応できるようにします。
また災害時に来庁者があった場合、１階にトイレは設置していますが、車いす等の来庁者や女性への対応が十分
でないため、１階トイレを全面的に改修し、女性用トイレの設置と誰でも使用できる多目的トイレの改修を実施
します。
【参考】土木事務所１・２階平面図及び１・２階改修希望レイアウト案
※庁舎の長寿命化対策工事として、屋上防水及び外壁の全面改修、屋上てすり、屋外階段の改修工事のための設
計を平成30年度に実施することが決定しています。

土木事務所改修実施設計費         　進行管理費
土木事務所改修工事費            　　事務費

【背景】東日本大震災や熊本地震をはじめ、昨今の地震、台風等の風水害、大雪による雪害対策等、災害時の早
急な対応が行政に対し強く求められています。土木事務所においても迅速な初期対応が強く求められているほ
か、早急に対応することで二次災害の拡大防止にもつながっています。
【課題】迅速な災害対応の実現のため、土木事務所の配備体制の見直しを行い、従前初期体制に含めていなかっ
た女性職員の配備を今年度から実施することとしました。災害時に配備体制が長時間となった場合に、女性職員
が待機できるスペースが絶対的に不足しているため、早急に環境を整備する必要があります。また、災害時等に
来庁者が訪れた場合の環境整備が不十分な状況にあります。
【参考】平成29・30年度災害配備体制及び平成29年度災害配備実績（連絡員体制を含む）

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-2327

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題
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