
西 1 区役所利用者駐車スペースの拡大
　区役所利用者駐車スペースを拡大するために、周辺の民
間駐車場と連携（有償契約）した減免対応の実施

市民局 -

西 2
帷子川水位予測システムに必要なデータ解析
等の調査・検討について

　産学連携による帷子川水位予測システム構築に向けた
データ解析等の調査・検討

総務局 -

西 3
地域防災拠点への電動階段昇降機の設置に
ついて

　より短期間で効率的に移動や運搬の手段を確保するため
に、電動階段昇降機を設置

総務局 -

西 4
横浜都心部コミュニティサイクル協働事業の継
続及び拡大について

　現在の利用者への負担増大やサービスの低下を招くこと
なく、更なる利便性の向上を図るよう、横浜都心部コミュニ
ティサイクルの安定的な事業継続

都市整備局 ○

西 5
西区子どもの遊び場（４か所）の遊具の安全領
域確保について

　28年度に実施した「安全規準適合調査業務委託」の結果に
基づき、適合していないことが判明している遊具についての
移設等

市民局 -

西 6
学校施設活用型コミュニティハウスの空調機更
新について

　老朽化が著しい学校コミュニティハウス空調の更新
教育委員会事務
局

○

西 7
地区センター及びスポーツセンターの体育室の
床板改修計画の策定及び必要な予算措置につ
いて

　地区センターやスポーツセンター等の体育室床板の改修
計画策定及び確実な床板の改修

市民局 ○

西 8 西公会堂の講堂客席の改修について
　利用者サービス及び施設の恒常的運営を確保する見地か
ら、講堂客席の背座面の張替え、ウレタン及び肘木の交換
の実施

市民局 -

西 9

自立支援医療（精神通院医療）の郵送申請の
割合を高めるため、精神障害者保健福祉手帳
の郵送申請の実施と自立支援医療（精神通院
医療）事務処理センター機能強化

　精神障害者保健福祉手帳の郵送申請の実施と、それに伴
う自立支援医療（精神通院医療）事務処理センターの機能拡
充・体制拡充

健康福祉局 ○

番
号

項　目

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

区　名 所管局名
対応

※一部対応
含む

提 案 内 容 の 概 要



（様式３－２）

担当者名 酒徳　歩 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 近藤 TEL

対応の有無

対応しない場合
 西区駐車場が他区と比較し、駐車台数が少ないことは認識していますが、予算措置は困難です。

◇対応する場合の課題

 代替駐車場の確保及び代替駐車場の確保に係る予算措置が課題

◇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

・窓口応対時や市民からの提案などで、駐車スペースを増やしてほしいという要望が多数寄せられ
ています。
・隣接する幼稚園から駐車待ちの車が道路をふさぐため、園のバスの出入りがしづらく困っている
と言われています。

◇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。

・区役所敷地内又は近隣に駐車場を増設又は新設することは困難と説明しています。
・減免できないことを説明した上で、周辺の民間駐車場を案内することもあります。

◇課題解決のための方策

・周辺の民間駐車場と連携（有償契約）し、減免対応を可能にします。

・周辺の民間駐車場と連携（有償契約）し、減免対応を可能にします。
・概算額については、区役所駐車場のH29駐車台数(約28,000台)・平均稼働率(80%)と周辺の民間駐
車場の料金を参考にします。
・稼働率を80%から60%に低減させることを目標に敷地外駐車台数及び概算額を算出します。
　28,000台(80%)－21,000台(60%)＝7,000台
　年間7,000台分×１台あたり　　　＝概算額

　現在西区役所駐車場は９台（うち１つは身障者用）しかなく、頻繁に駐車待ちの状態になってい
ま
す。特に混雑している時は、駐車待ちの車列が駐車場に接続する道路（一方通行路）まで連なり、
周
辺交通の大きな支障になっています。
【基礎データ】近隣５区との比較　※平均稼働率は10-15時、 大稼働率は１時間あたり
  [凡例]( 区名 ) 平均稼働率 _ 大稼働率 _ 駐車枠 _ 年間実績  (１枠負担)
      　(　西　) 　　80％ 　_ 　　99％   _   8枠  _  27,813台 (約3,477台)
      　(　中　) 　　74％   _ 　　88％   _   6枠  _  15,754台 (約2,626台)
      　(神奈川) 　　40％   _ 　　49％   _  47枠  _  55,602台 (約1,183台)
      　(　南　) 　　33％   _　　 48％   _ 132枠  _ 113,585台 (約　860台)
      　(鶴　見) 　　21％　 _ 　　32％   _  54枠  _  36,460台 (約　675台)

◇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

671-2086

区役所利用者駐車スペースの拡大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

西区 総務課

320-8307

市民局 中区

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

市民局 地域施設課

対応しない 予算化見送り

対応する場合

所管局課・担当者 市民局地域施設課　近藤

◇課題に対する局の考え方
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台数
(台)

減免
対象
(台)

減免
割合

2017 4 3,020 2,563 85% 4,477 4,255 95% 2,205 1,777 81% 1,263 1,184 94% 8,569 6,648 78%

5 2,796 2,668 95% 4,598 4,346 95% 2,233 1,845 83% 1,319 1,262 96% 8,579 6,623 77%

6 3,071 2,955 96% 5,313 5,084 96% 2,528 2,095 83% 1,443 1,370 95% 10,153 7,982 79%

7 2,891 2,635 91% 4,883 4,686 96% 2,703 1,910 71% 1,371 1,300 95% 10,341 8,148 79%

8 3,005 2,819 94% 4,981 4,746 95% 2,306 1,812 79% 1,372 1,312 96% 8,952 7,040 79%

9 3,047 2,905 95% 4,567 4,348 95% 2,113 1,585 75% 1,248 1,177 94% 8,328 6,555 79%

10 3,363 2,859 85% 5,009 4,761 95% 3,010 1,833 61% 1,565 1,486 95% 12,476 10,337 83%

11 3,130 2,985 95% 4,256 4,045 95% 2,173 1,739 80% 1,244 1,195 96% 9,415 6,396 68%

12 2,799 2,651 95% 4,054 3,839 95% 2,018 1,583 78% 1,158 1,096 95% 8,021 6,046 75%

2018 1 2,728 2,565 94% 4,078 3,880 95% 2,005 1,558 78% 1,176 1,101 94% 8,084 6,125 76%

2 2,802 2,633 94% 4,469 4,235 95% 2,196 1,742 79% 1,202 1,144 95% 9,106 6,864 75%

3 3,808 3,553 93% 4,917 4,696 96% 2,323 1,859 80% 1,393 1,312 94% 11,561 8,406 73%

36,460 33,791 93% 55,602 52,921 95% 27,813 21,338 77% 15,754 14,939 95% 113,585 87,170 77%

平成29年度 近隣５区 駐車場利用実績

年月

鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区

計



平成29年度 近隣５区 駐車場稼働率一覧

物件名 10-15
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計 9-17
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

平日 21 20 18 18 18 21 21 23 23 19 21 30 21% 平日 19 18 17 17 17 19 19 20 20 17 20 27 19%

物件名 10-15
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計 9-17
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

平日 39 41 41 42 38 41 41 38 38 37 44 44 40% 平日 35 36 36 38 33 36 36 33 33 32 38 40 36%

物件名 10-15
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計 9-17
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

平日 82 74 80 79 79 88 88 77 77 72 81 88 80% 平日 75 69 72 73 72 80 80 70 70 64 76 82 74%

物件名 10-15
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計 9-17
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

平日 74 76 73 78 74 72 72 75 75 67 76 79 74% 平日 67 69 67 73 68 66 66 65 65 59 69 73 67%

物件名 10-15
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計 9-17
稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

平日 29 31 36 31 29 30 30 37 37 30 36 42 33% 平日 25 27 31 27 25 25 25 32 32 26 31 37 29%
南区

総合庁舎
１３２台

中区庁舎
　　６台

西区庁舎
　　８台

神奈川区
総合庁舎
　４７台

鶴見区
総合庁舎
　５４台



平成29年度 近隣５区 駐車場稼働率一覧
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（様式３－２）

担当者名 今野 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 平井・石井 TEL

◇対応の内容

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

西区 総務課

320-8303

総務局 保土ケ谷区、旭区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

平成16年の台風22号では、西区が避難勧告発令を出す前に溢水が横浜駅周辺で発生し、昨年の台風
21号でも水位が上昇し切迫した状況になりました。水位計の設置等安全対策が強化されて来たとこ
ろでありますが、中小河川では急激な河川水位上昇の判断が難しく、国も課題としているところで
す。避難勧告等は、区民や来街者等の命を守るため早期に発令することが求められますが、一方、
横浜駅周辺の混乱や経済的影響を及ぼすことから、適切なタイミングでより精度の高い安全を高め
た避難勧告等を発令する必要があります。このため帷子川の特徴や気象状況の推移等を考慮した水
位予測システムに必要なデータ解析等の調査・検討を進め、2020年のオリンピック・パラリンピッ
クに向けた、防災対策の向上を図ります。

◇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

◇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。

西区では避難勧告発令の判断として「氾濫危険水位」に到達し引き続き大雨が降り続くと予想され
る場合（なお累積雨量、降水短時間予想、及び雨域の移動状況等を確認し、総合的に判断する。）
としている。現況の水位は西区河川水位情報システム等により監視できるが、気象変動に伴う水位
上昇は気象庁等の情報等を活用して分析している。

◇課題解決のための方策

産学連携による帷子川水位予測システムに必要なデータ解析等の調査・検討

671-2064

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  

帷子川水位予測システムに必要なデータ解析等の調査・検討について2

提案内容
・

概算額等

総務局 緊急対策課

対応しない その他

産学連携による帷子川水位予測システム構築に向けたデータ解析等の調査・検討
調査・研究費

対応しない場合

現在洪水危険度分布等、様々な気象情報が提供されており、区の避難判断マニュアルと再度整合を
図り、気象情報等に基づく避難勧告発令までの時系列であるタイムラインを作成することが第一で
す。そのうえで、改めて新たなシステムの必要性について検討する必要があります。

◇対応する場合の課題

上記「局の考え方」に係る記載内容が解決できているか

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 総務局緊急対策課　早井係長



（様式３－２）

担当者名 三橋 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 廣部 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

総務局 危機管理課

対応しない 制度化見送り

対応する場合

所管局課・担当者 総務局危機管理課　廣部係長

地域防災拠点への電動階段昇降機の設置について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

西区 総務課

320-8310

総務局

◇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

大部分の拠点では、体育館を主たる避難場所として位置付けており、特に配慮を要する方以外
は、体育館で日常生活を送っていただくことになります。拠点は地域の代表や学校、区役所等で
構成される「地域防災拠点運営委員会」が中心となって運営されますが、委員を含めた区民の高
齢化が進んでいることや、階段昇降を伴う日常生活に必要な移動や物資の運搬に不安の声が挙
がっています。

◇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。

平成30年度西区運営方針「安全・安心なまちづくり」

◇課題解決のための方策

防災上の観点から、より短期間で効率的に移動や運搬の手段を確保するため、電動階段昇降機の
設置を要望します。

【31年度】　各区１台設置 ×18区＝
【32年度以降】各拠点に順次設置　各年度 ×24拠点＝
合計　　　　×118拠点＝

本市の小中学校の多くは地域防災拠点（以下、「拠点」という）として指定されており、発災時
は自宅での生活が困難になった地域住民の避難所として開設されます。西区では、避難スペース
に指定されている体育館が地上階以外に設置されている施設が４拠点ありますが、拠点の運営委
員を含めた地域住民が高齢化し、また拠点には多くの高齢者や配慮が必要な方が避難してくるた
め、移動や物資の運搬が無理なく行えるよう、施設を整備する必要があります。

◇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

671-4358

対応の有無

対応しない場合

体育館が地上階以外の拠点は、高齢者等の移動について工夫が必要ですが、（可搬式）階段昇降
機については、使用が操作講習を受けた者に限られるなど安全性の確保に課題があると考えま
す。
各拠点の状況はそれぞれ異なり、また、平時から適切に保守管理する必要があるため、局として
は全市的に対応することは考えていません。

◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 野村 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 眞柄 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 都市整備局都市交通課　眞柄

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

671-3512

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 横浜都心部コミュニティサイクル事業（baybike）

横浜都心部コミュニティサイクル協働事業の継続及び拡大について4

提案内容
・

概算額等

都市整備局 都市交通課

対応する 既存の事業で対応する

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

西区 地域振興課

320-8389

都市整備局 神奈川区　中区　南区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　横浜市は、全国に先駆けて平成26年４月から「横浜都心部コミュニティサイクル（ベイバイク）」を本格導入
しましたが、事業期間が５年間となっており、今年度が終了年度となっています。
　現在西区には、みなとみらい21地区などにサイクルポートが多数設置されており、登録者数や利用回数も増加
し、区民のみならず、観光客や企業の皆さま等の移動手段として必要不可欠なものとなっており、シェアサイク
ルの事業継続は必須となっています。
【実績（平成26年４月と平成30年３月との比較）】
・ポート数：34か所→56か所　・登録者数：約２万人→約７万人　・利用回数：約500回/日→約1,000回/日

◇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

　まちの回遊性向上と賑わいづくりを進めるにあたり、「横浜都心部コミュニティサイクル」は１つの有力な手
法であると考えていますが、設置されているのは、臨海地区である「みなとみらい21地区」に集中しており、既
成市街地では「野毛山動物園」及び「県立青少年センター」の２か所のみで、回遊性向上に繋がっていないた
め、設置エリアの拡大が必要です。

◇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。

　昨年度の区提案反映制度で「ベイバイクのポート設置」の要望を行い、今年度は第１段階として、区役所や駅
（戸部駅・横浜駅東口）を中心とした「半径300mの範囲内」へのベイバイクポートの設置について、都市整備局
と検討・調整を進めいています。
※区運営方針：　「まちの回遊性と賑わいづくり」として既成市街地へ広げるとともに、商店街をはじめとした
ポート周辺の魅力資源のマップを発行し、来街者にまちの魅力を発信します。

◇課題解決のための方策
　国土交通省の「自転車活用推進計画」では、「シェアサイクルと公共交通機関との接続強化や、サイクルポー
トの設置促進等により、シェアサイクルの普及を促進する」と記載されています。
　また、平成28年６月に策定した「横浜市自転車総合計画」の自転車を「生かす」取組として、コミュニティサ
イクル事業の推進が盛り込まれていると共に、現在改定中の「横浜都市交通計画」の政策目標の１つに「都心臨
海部を楽しく快適に回遊できる多用な交通手段の提供」を掲げています。
　ラグビーワールドカップ2019™や東京2020オリンピック・パラリンピック等の大規模イベントを見据えた、回
遊性向上及びまちの賑わいづくりの観点から、当該事業の安定した事業の継続が必要となります。

　大規模イベントを見据え、横浜駅・みなとみらい21地区と既成市街地の回遊性向上を図ることを目的とするこ
とから、現在の利用者への負担増大やサービスの低下を招くことなく、安定したサービスを提供し、更なる利便
性の向上を図るよう、横浜都心部コミュニティサイクルの安定的な事業継続を要望します。

◇対応の内容

地域のニーズ及びコミュニティサイクル利用者のニーズに応えるべく区役所と十分な連携に基づく
サイクルポートの拡充等を行い、更なる利便性及び回遊性の向上を図ること等により安定的な事業
継続を行います。



（様式３－２）

担当者名 津田・石上 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 山下 TEL

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

対応しない場合

日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する基準」の改正内容については認識していますの
で、遊具保全費（修繕）を含め、引き続き予算の確保に努めてまいりますが、区におかれまして
も、年次計画等により区予算の範囲での対応をお願いします。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-2327

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

西区子どもの遊び場（４か所）の遊具の安全領域確保について5

提案内容
・

概算額等

市民局 地域施設課

対応しない 予算化見送り

・レイアウト設計委託　　　　　　、設計に基づく遊具移設費等

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

西区 地域振興課

320-8393

市民局 保土ケ谷区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

子どもの遊び場は、子どもが健康的で安全に遊ぶことのできる場として、また地域の憩いの場とし
て、多くの児童・区民が利用しています。しかしながら、西区にある４つの遊び場は、遊具の老朽
化が著しく、日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準」の安全領域を満たしていま
せん。区民に安心して子どもの遊び場を利用していただき、安全で快適な環境を市民に提供するた
めに、子どもの遊び場の遊具を整備していくことを提案します。

【基礎データ：子どもの遊び場利用実績】
　藤棚台子どもの遊び場　約40人/日（平日）約50人/日（夏休み時期）

◇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

西平沼子どもの遊び場管理運営委員会等全ての管理運営団体から、遊具修繕等の依頼があります。

◇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。

これまでも、個別に劣化に伴う修繕等は実施してきましたが、平成29年度はそれに加えて安全基準
を満たさなかった遊具等を区予算にて全て修繕しました。
しかし区民が安全に遊具を利用するために必須となる根本的な安全領域の確保には、必要な予算が
ないため、実施ができない状況です。

◇課題解決のための方策

平成28年度に実施した「安全規準適合調査業務委託」の結果に基づき、適合していないことが判明
している遊具について、管理運営団体と調整した上で適切なレイアウトの設計委託を行います。そ
の設計をもとに遊具の移動等を行い、安全領域を確保します。

◇対応の内容



（様式３－２）

担当者名 津田・石上 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

◇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

・「夏場は使用を控えている」「高齢者が多い会合では夏場は使えない」との指摘を受けていま
す（H29.5.11稲荷台コミュニティハウス運営委員会総会）
・「和室のエアコンに不具合あり」「故障して使用できなくなる前に変えてほしい」との要望が
出ています。（H30.5.17西前小コミュニティハウス運営委員会総会）
・それ以外にも、空調の不調は頻繁に起きており、施設で利用者から指摘を受けています。
  （西前小コミュニティハウス　空調不使用時室温：32.2度）

◇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。

　小規模な部品交換等は小破修繕で対応してきましたが、根本的には直っておらず空調の不調が
絶えない状態が続いています。
　過去には、夏に冷風が出なかったため扇風機対応となり、長年利用していた団体が利用を中止
したほか、冬場に送風しか行えず、急きょ暖房器具等を持ち寄り対応するなどしていますが、利
用者の利便性を著しく損ねています。

◇課題解決のための方策

　小破修繕等では対応できない室内基盤ほか老朽化した空調を更新し、利用者が快適に、安全に
利用できるよう環境を整えます。

老朽化が著しい学校コミュニティハウス空調の更新
【概算金額】
 ≪内訳≫西区 　　　　、港北区 　　　　、戸塚区 　　　、泉区
　詳細は【別紙１】基礎データのとおり）

　学校施設活用型コミュニティハウスは、地域住民の生涯学習や地域活動などを行う身近な場、
学校と地域との交流・連携を深める場として、多くの区民に利用されています。特にコミュニ
ティハウスは地域に根差した高齢者の方々の社会参加・交流の場としても重要な役割を担ってい
ます。
　しかし、いずれの施設も空調の老朽化が著しく頻繁に故障が起きていますが、既に部品の製造
が終了しているため、今後対応が不可能な可能性もあります。また、故障には至らないまでも、
適切な温度を保つことができないために、夏場の利用を控える団体があるなど、区民の利便性を
損なっています。
　昨今の気象状況から、適切な室温を保てないまま施設運営を行うと、利用者が熱中症になるな
ど生命に関わる重大事故になりかねません。よって、区民に安心して利用していただくために、
学校コミュニティハウスの空調を更新することを提案します。
【基礎データ：29年度利用実績】
　西前小コミュニティハウス　　 19,932人（うち65歳以上26％）
　稲荷台小コミュニティハウス 　11,935人（うち65歳以上27％)
　東小コミュニティハウス　　　 17,460人（うち65歳以上38％）
　下田小コミュニティースクール 12,119人（うち65歳以上41％）
　日吉台中コミュニティスクール　8,925人（うち65歳以上71％）
　大綱中コミュニティハウス　　 14,791人（うち65歳以上27％）

◇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

学校施設活用型コミュニティハウスの空調機更新について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

西区 地域振興課

320-8393

教育委員会事務局 港北区、戸塚区、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 　

所管局課・担当者
教育委員会事務局学校支援・地域連携課

辻係長、齋藤職員



◆局回答内容

担当者名 辻、齋藤 TEL

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題

671-3278

◇対応の内容

学校施設活用型コミュニティハウスの修繕については、空調設備の老朽化による故障が発生して
いることから、毎年度予算の増額要求をしています。しかしながら、学校施設活用型コミュニ
ティハウスは18区83館あり、限られた予算の中で計画的な更新工事を実施していくことが困難な
状況です（30年度予算：         ）。小破修繕で対応が困難な案件については、予算の執行状
況を鑑みて、年度末に順次対応していくなど既存の事業の範囲内で対応します。

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課

対応する 既存の事業で対応する

対応する場合

◇課題に対する局の考え方



※29年度利用実績

区名 施設名 開館年月日 総利用者数（人）※ 高齢者率※ 概算額（千円）
西前小学校コミュニティハウス 平成3年4月1日 19,932 26.1%
稲荷台小学校コミュニティハウス 平成5年4月26日 11,935 27.1%
東小学校コミュニティハウス 平成6年4月23日 17,460 37.9%
下田小学校コミュニティスクール 平成5年5月29日 12,119 40.6%
日吉台中学校コミュニティスクール 平成5年5月23日 8,925 70.5%
大綱中学校コミュニティハウス 平成8年4月30日 14,791 26.7%
深谷小学校コミュニティハウス 平成2年4月26日 10,027 64.2%
東汲沢小学校コミュニティハウス 平成4年4月18日 10,199 29.3%
平戸台小学校コミュニティハウス 平成4年4月30日 9,317 56.5%
柏尾小学校コミュニティハウス 平成11年4月24日 11,527 25.3%
下郷小学校コミュニティハウス 平成13年5月1日 9,582 35.6%
名瀬中学校コミュニティハウス 平成5年6月20日 7,001 74.2%
秋葉中学校コミュニティハウス 平成9年4月27日 10,735 32.7%
いちょうコミュニティハウス 平成2年4月27日 15,685 39.4%
葛野コミュニティハウス 平成4年4月18日 19,820 48.4%
みなみコミュニティハウス 平成5年4月24日 15,430 36.8%
いずみ野コミュニティハウス 平成6年4月23日 13,178 50.6%
西が岡コミュニティハウス 平成7年5月21日 11,465 23.6%

　

西区

港北区

戸塚区

泉区



（様式３－２）

担当者名 津田・丹羽 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
安見（地）
山田・秋林（ス）

TEL

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

市民局　スポーツ振興課　山田係長

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

671-2328
671-3288

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

地区センター及びスポーツセンターの体育室の床板改修計画の策定及び必要な予算措置について7

提案内容
・

概算額等

市民局 地域施設課・スポーツ振興課

対応する 既存の事業で対応する

地区センターやスポーツセンター等の体育室床板の改修計画策定及び必要な予算措置
各施設の改修計画を策定するとともに、必要な予算措置のもと確実な床板の改修につなげます。

【計画の例】①建築後２～３年目：ポリウレタン樹脂塗料の重ね塗り
　　　　　　②　〃　10年目：全面サンダー掛け後の再塗装
　　　　　　③　〃　20年目：床下地を含む床全面取替工事
　　　　　　以降、①～③を繰り返す。
【調査費・施工費】

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

西区 地域振興課

320-8393

市民局 金沢区、泉区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　体育館の床板の剥離による負傷事故の防止については、平成29年5月29日に消費者安全調査委員会委員長より、文部科学
大臣に対して意見書が提出されたことを受け、「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）」（平成29年
5月29日付29施施企第２号）により、文部科学省及びスポーツ庁から、次の防止対策の推進を要請されています。
　１　適切な清掃の実施（水拭き及びワックス掛けの禁止）
　２　日常点検・定期点検の実施、記録の保管及び速やかな応急処置
　３　維持管理を外部委託する際の適切な仕様の設定
　４　長期的な改修計画の策定、計画に基づく改修の実施及び補修・改修記録の保管
　５　施設利用時における注意事項の利用者への周知

　さらに、上記取組の実施状況調査が行われ、「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止対策に関する取組状況調査の結
果及び取組の徹底について（通知）」（平成30年5月31日付30施施企第３号）において、「長期的な改修計画の策定、計画
に基づく改修の実施及び補修・改修記録の保管」の実施率が低いことが確認されました。
　区民利用施設では、指定管理者により「横浜市公共施設管理基本方針」に基づいた「状態監視保全※」を行い、利用者の
安全確保を行っていますが、「４　長期的な改修計画の策定」に関しては具体的な計画が策定されていません。将来にわた
る安全性を確保するため、全市的かつ長期的な計画の策定が必要です。
　消費者安全調査委員会の調査報告書では、「木製床の使用に伴う劣化は避けられないことや木製床の塗膜の耐用年数が10
年程度であることを踏まえ、木製床の劣化を抑制し、木製床の性能をスポーツに適した状態に回復するためには、計画的に
改修を行うことが必要である。体育館の所有者は、利用状況にもよるが、２～３年でポリウレタン樹脂塗料の重ね塗り、10
年で全面サンダー掛け後の再塗装、20年で床下地を含む床前面取替えといったおおむねの計画を立てる必要がある。」とさ
れています。

【施設全体の利用人数及び体育室稼働率（H29実績。２地区センターは工事による休館を行ったためH28実績）】西地区セン
ター：95,929人・90.3％、藤棚地区センター：121,653人・82.5％、西スポーツセンター367,683人・83.7％

　※状態監視保全：コスト抑制のため、劣化状態に着目し、早急な対応が必要な部分から更新・修繕を行う考え方。

◇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

　利用者の安全性確保が求められています。

◇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。

　指定管理者による日常点検でのチェックを継続的に行っており、不具合等が発見された場合には速やかに地域振興課へ連
絡してもらうこととなっています。

◇課題解決のための方策

１　　指定管理者による点検の結果、不具合等が発見された場合は市民局地域施設課と
　　相談・連携し、迅速な修繕、負傷事故の防止につなげます。
２　　次期指定管理者公募の際に改修計画を示すとともに、必要な予算措置のもと、
　　確実な床板の改修につなげます。

◇対応の内容

　市民局においても、各地区センター体育室における床板の状況について点検を実施しており、事故防止の対策は急務であ
ると考えております。
　今後、関係区局と連携しながら、地区センター及びスポーツセンター体育室における床板の改修計画の策定について検討
していきます。



（様式３－２）

担当者名 津田・丹羽 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 3年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 山下 TEL

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・山下係員

対応しない場合

　 老朽化の状況は認識していますが、天井脱落対策事業など利用者の安全に係る工事を優先して
行っているため、今回の西公会堂の機能拡充を含めた改修費の予算措置は困難と考えます。今後、
西公会堂の機能拡充等に係る検討を行う場合には、市民局も必要な検討、協議等を行います。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-2327

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

西公会堂の講堂客席の改修について8

提案内容
・

概算額等

市民局 地域施設課

対応しない 予算化見送り

講堂客席の背もたれウレタン交換　 　　　　、肘木補修・再塗装
客席ナンバープレート交換　 　　　　、脚部補修　 　　　、解体費・運賃・諸経費
総額

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

西区 地域振興課

320-8393

市民局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　西公会堂は横浜駅から歩いて10分の場所に立地し、区内外を問わず多くの方に利用されていま
す。（平成28年度は126,296人、講堂稼働率は92.0％でした。平成29年度は111,630人、講堂稼働率
93.6％【衛生配管工事による休館期間があったため参考値】）
　しかしながら、施設は竣工後37年が経過した中で、建物や設備の老朽化が急速に進みつつあり、
施設の管理運営面で課題となっています。
　講堂客席については、平成10年から平成12年にかけて、全494席のうち約半数の客席の背座面の
張地を交換しましたが、17年が経過し、全客席で背座面ウレタンのつぶれ、座面バネの劣化、肘木
の傷など機構上の不具合等が発生しているため、利用者から長時間座っていられない等の指摘を受
けることがありました。
　利用者サービス及び施設の恒常的運営を確保する見地から、講堂客席の背座面の張替え、ウレタ
ン及び肘木の交換を行う必要があります。

◇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（業者からの指摘）

◇区民からの具体的な要望

利用者や業者から、講堂客席のうち特に固定席494席について、椅子の汚れや肘木の傷、背座面の
ウレタン劣化、座面バネが直接当たるなどの座り心地の悪化を指摘されています。

◇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。

　安全確保のため、指定管理者が目視点検のほか、ネジの増し締め等を行ってきました。平成10年
から12年にかけて、汚れの著しい約半数の客席の背座面の張地を交換しました。

◇課題解決のための方策

　西公会堂は、横浜市民の集会その他各種行事の用に供する目的をもって設立された施設であり、
その立地から市民だけでなく市外からも多くの利用があります。区民・市民等の諸活動の場として
の役割が一層期待されているところです。その中で、継続的かつ安定的に施設運営を続けることが
重要です。
　これらを踏まえ、西公会堂講堂客席の背座面の張替え、ウレタン及び肘木の交換を行うことによ
り、区民・市民等の活動場所として安定的な運営を行っていきます。

◇対応の内容



（様式３－２）

担当者名 山田、山﨑 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 3年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 医療費公費負担事業

所管局課・担当者 健康福祉局障害企画課　榎本課長、中村係長

自立支援医療（精神通院医療）の郵送申請の割合を高めるため、精神障害者保健福祉手帳の郵送申
請の実施と自立支援医療（精神通院医療）事務処理センター機能強化9

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

西区 高齢・障害支援課

320-8403

健康福祉局 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

　自立支援医療の手続きについては、区窓口での待ち時間が長いといった意見が多くみられます。
また、精神障害者保健福祉手帳は区への来所申請のみとされており、申請時と手帳の交付時の２
回、区役所の窓口に来なければなりません。この２つを利用する市民からは特に手続きのための来
庁回数が多く、手続きも煩雑で大変だとの声があります。

◇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。

　平成28年度区提案反映制度により、自立支援医療（精神通院医療）事務処理センターのあり方検
討プロジェクトの設置について提案を行い、係長等によるプロジェクトが設置され、議論を重ねて
きました。平成29年度に実施した福祉保健センター業務仕分けプロジェクトでは、31年度に向けて
実施を目指す事項に「自立支援医療（精神通院医療）事務処理センターの機能強化」を掲げてお
り、平成30年3月開催の区長会に報告されています。

◇課題解決のための方策

　区役所職員の長時間労働の是正と事務処理ミスの未然防止を進め、市民サービスの向上を図るた
めには、自立支援医療（精神通院医療）の郵送申請の割合を高めることが喫緊の課題であり、解決
のための方策としては、自立支援医療（精神通院医療）事務処理センターを活用した精神障害者保
健福祉手帳の郵送申請の早期実現が有効です。

　精神障害者保健福祉手帳の郵送申請の実施と、それに伴う自立支援医療（精神通院医療）事務処
理センターの機能拡充・体制拡充のための委託経費増額の予算化

　18区の事務を局に集中化することで各区役所での申請事務の軽減を図り、専門職によるきめ細か
い支援業務を行う時間を確保するために、平成25年度に自立支援医療（精神通院医療）事務処理セ
ンターが設置されました。自立支援医療（精神通院医療）の受給者数は年々増加傾向にあり、郵送
申請の割合を高めることが喫緊の課題となっています。
 　一方、自立支援医療（精神通院医療）と精神保健福祉手帳を所持する区民からは、精神保健福祉
手帳が来所での手続きのみとされており、郵送での手続きができないため、区役所に何度も来庁し
なければならず困るとのご意見をいただいておりました。
　そのような中、平成28年度から区障害者支援担当係長等による検討プロジェクトを開催して実務
的な検討を重ねた結果、精神障害者保健福祉手帳の郵送申請を可能とすることにより、自立支援医
療（精神通院医療）の郵送申請の割合を高めるとともに、申請事務の軽減を図る方向性が出されて
います。
　また、平成29年度に実施した福祉保健センター業務仕分けプロジェクトにおいても、31年度に向
けて実施を目指す事項に「自立支援医療（精神通院医療）事務処理センターの機能強化」を掲げて
おり、平成30年3月開催の区長会に報告されています。
　区役所職員の長時間労働の是正と事務処理ミスの未然防止を早急に進め、市民サービスの向上を
図るためには、精神保健福祉手帳の郵送申請実現化を目指した自立支援医療（精神通院医療）事務
処理センターの機能強化が必要です。
・自立支援医療の郵送申請の割合　H25：9.2％　　H26:8.8％　　H27：9.1％  H28 : 7.7％　H29：
7.8%
・件数 H25:50,677件 H26:52,582件(103.8％)H27:54,466件（103.6％）H28:57,215件
(105.1％)H29:59,626件（104.2％）

◇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



◆局回答内容

担当者名 中村 TEL

◇課題に対する局の考え方

◇対応の内容

精神通院医療事務処理センターの機能拡充に伴う経費（ 　）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

671-3606

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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