
区　名 所管局名
対応

※一部対応
含む

提 案 内 容 の 概 要
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

旭 1
旭区庁舎の執務環境、市民応対窓口及び待合
空間の改善

１　別棟（新館・別館）の待合・カウンター・執務室内の什器の
更新や空調・換気設備の更新
２　本館１階全体の配置見直しの実施に向けた検討
３　本館及び新館の地下書庫の更新

市民局 ○

旭 2
鶴ヶ峰駅付近の連続立体交差事業を契機とし
た北口周辺まちづくりの推進

都市整備局 ○

旭 2
鶴ヶ峰駅付近の連続立体交差事業を契機とし
た北口周辺まちづくりの推進

道路局 ○

旭 3
旭区内のコミュニティハウスの整備促進につい
て

　未整備地区における基礎調査とともに、設置場所の選定
や整備手法の決定に必要な計画の検討

市民局 -

旭 4 帷子川旧河川敷のプロムナード整備について
　帷子川旧河川敷（日影橋～前山橋）において、プロムナー
ドの全区間の早期整備と下水道の整備

環境創造局 ○

旭 5 横浜環状鉄道の早期延伸

１　横浜環状鉄道について事業性を高めるための検討の継
続
２　既存路線のグリーンラインの隣接する区間（中山～二俣
川経由～東戸塚）の先行整備に向けた取組

都市整備局 ○

旭 6 都市計画道路の整備促進

１　鴨居上飯田線や保土ケ谷二俣川線の現在整備中区間
の早期完了
２　未着手路線・区間の早期着手に向けた検討調査
３　整備完了までの期間の歩行者の安全対策

道路局 ○

旭 7 連続宅地開発に対応するための制度改善

１　連続する3,000㎡未満の小規模開発において、必要な公
共基盤施設の整備を指導できるよう関係課による連絡体制
の構築
２　諸課題を解決できるような開発調整条例等の制度改善

建築局 ○

旭 8
中央道路の延伸と里山ガーデンの本格活用、
国際園芸博覧会開催に向けた機運醸成

環境創造局 ○

旭 8
中央道路の延伸と里山ガーデンの本格活用、
国際園芸博覧会開催に向けた機運醸成

政策局 ○

旭 9
左近山団地の再生における大学と連携した
SDGs未来都市推進事業

　左近山団地において持続可能なコミュニティの維持・強化
に向け、大学との協働による福祉分野強化や地域経済活性
化等の推進

温暖化対策統括
本部

○

旭 10 市営住宅における住戸改善
　居住性の向上・高齢者対応・長寿命化に向けた市営住宅
の住戸改善の設計・工事

建築局 ○

旭 11
若葉台地区センターにおける体育室の冷暖房
装置の設置について

　区内唯一未整備の若葉台地区センター体育室における冷
暖房装置設置及び特定天井脱落対策の同時工事計画の検
討

市民局 ○

旭 12
公園における買物困難者（高齢者等）の生活支
援を目的とした移動販売の行為許可

　買物支援が必要な高齢者等への福祉の観点から、公園で
の移動販売が可能となるような公園内行為の許可基準及び
減免基準の見直し

環境創造局 ○

旭 13
児童家庭支援センターの養育支援家庭の利用
促進に向けた取組

１　児童家庭支援センターのサテライト型施設の設置
２　こども青少年局による児童家庭支援センターの実務マ
ニュアルを徹底した利用促進

こども青少年局 ○

旭 14 よこはま西部ユースプラザの移転
　西部方面における利便性向上を目的とした、よこはま西
部ユースプラザの二俣川駅近くへの移転

こども青少年局 ○

旭 15
生活困窮者自立支援事業における任意事業の
交通費の支給等、参加促進の仕組みづくりにつ
いて

１　寄り添い型学習支援事業、就労準備支援事業、就労準
備事前講座における交通費の支給
２　送迎などの仕組みの構築に向けた検討

健康福祉局 -

旭 16 落ち葉に対応した車道清掃予算の確保
　落ち葉時期（10～12月）の落葉樹路線における、３回/月程
度の車道清掃の実施

道路局 -

１　北口まちづくりの事業手法検討等に必要な委託
２　連続立体交差事業の着工準備（都市計画、環境影響評
価の手続き等）の推進

１　中央道路延伸による交通渋滞の早期解消
２　区誕生50周年を踏まえ、里山ガーデンなど区内各所で園
芸博覧会招致に向けた区民の機運を醸成する取組の実施



区　名 所管局名
対応

※一部対応
含む

提 案 内 容 の 概 要
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

旭 17 狭あい道路拡幅整備事業の推進

１　地域の要望を踏まえた路線型による狭あい道路拡幅整
備事業の重点整備
２　地域からの要望、相談などに対する積極的な説明の実
施

建築局 ○

旭 18 白根通り拡幅事業の早期完成
　白根６丁目地区、上白根１丁目地区の用地取得を進め、取
得できた部分から先行した工事の実施

道路局 ○

旭 19
帷子川河川改修事業（上川井地区）による学校
橋架け替えの早期完成

　上川井地区における、水道みち･国道16号･旧道の３本の
道路を結ぶ方向道路（橋）の早期完成

道路局 ○

旭 20
旭土木事務所洗面所（トイレ）の床面ドライ化を
中心とした全面改修工事

　衛生環境改善化に向けた洗面所の床面のドライ化など便
器や排水管の改修を含めた全面改修

市民局 ○

旭 21 今宿東公園改良整備事業
　防犯面や園路の老朽化などの多くの課題を抱えている今
宿東公園の改良整備の実施

環境創造局 ○



（様式３－２）

担当者名 梅澤・奥井 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・屋冨祖 TEL

◇対応の内容

別棟（新館・別館）における什器等の更新及び本館及び新館の地下書庫の更新について、検討しま
す。
別棟（新館・別館）における空調設備の更新及び本館１階全体の配置見直しの実施に向けた検討に
ついて、設計費及び調査費を計上します。

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

旭区 総務課

954-6011

市民局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　区庁舎竣工から約50年を経過し、この間人口は約10万人増加する中、２つの別棟の増設で対応し
てきていますが、狭隘化と老朽化により特に別棟（新館・別館）の福祉部門及び本館１階の戸籍、
年金の待合スペースや執務環境の悪化が看過できない状況にあります。
【主な課題】
　顧客サイド：相談のプライバシー配慮、待合スペースの狭さ、空調・室温等衛生環境の悪化
　執務環境 ：執務空間の狭あい化、空調・室温等衛生環境の悪化、他区との執務環境格差

◇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（区役所内該当課からの要望）

◇区民からの具体的な要望

　窓口満足度調査において、待合場所の満足度は３年連続で下降しており、待合場所の狭さに対す
る不満が多くなっています。また、狭あい化が厳しい職場からは、抜本的な執務環境の改善が要望
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。

　執務環境については、市民や職員の不満を随時解消する形で、予算をやりくりし小規模な改善を
繰り返してきました。30年度の運営方針にも、「庁舎環境の改善」を盛り込んでおり、工夫して取
り組んでいきますが、区の予算では大がかりな改修の経費を捻出することは困難な状況です。

◇課題解決のための方策

■別棟（新館・別館）については、待合・カウンター・執務室内の什器を高効率のものに更新しス
ペースを生み出すとともに、空調・換気設備の更新を行うことで環境を改善できると考えられま
す。
■本館１階の保険年金課・戸籍課・待合空間等については、全体で最適な配置を検討し、対応して
いくことで、執務空間及び待合空間双方の改善ができると考えられます。
■執務室内にある文書量の削減を試みつつ、本館及び新館の地下にある書庫を、より収納効率の高
い書庫へ更新することで、収納スペースを確保し、執務室内から書類をなるべく移動させることで
狭あい化改善につながると考えられます。

671-2086

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 区庁舎・周辺施設利活用事業／区庁舎設備等改修事業

旭区庁舎の執務環境、市民応対窓口及び待合空間の改善1

提案内容
・

概算額等

市民局 地域施設課

対応する 既存の事業で対応する

■別棟（新館・別館）における什器等の更新　　　    円
■別棟（新館・別館）における空調設備の更新　　　   円
■本館１階全体の配置見直しの実施に向けた検討　　　   円
■本館及び新館の地下書庫の更新　　　　  円

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

対応する場合

所管局課・担当者 市民局地域施設課



（様式３－２）

担当者名 岡部、山崎 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 佐藤・木村 TEL

◆局回答内容

担当者名 宮本 TEL

所管局課・担当者
都市整備局市街地整備推進課（佐藤係長）

道路局事業推進課（宮本係長）

◇課題に対する局の考え方

対応しない場合

対応する場合

671-2756

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 拠点整備促進事業、相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）連続立体交差事業

鶴ヶ峰駅付近の連続立体交差事業を契機とした北口周辺まちづくりの推進2

提案内容
・

概算額等

道路局 事業推進課

対応する 既存の事業で対応する

・北口まちづくりの事業手法検討等に必要な委託費【都市整備局市街地整備推進課】
・連続立体交差事業の着工準備費（都市計画、環境影響評価の手続き等）の推進【道路局事業推進課】

◇対応の内容

まちの将来像となる「まちづくり構想」に基づき、まちづくりを実現するための事業手法等を検討する
とともに、関係機関協議を進めます。

都市整備局 市街地整備推進課

671-3519

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

旭区 区政推進課

954-6026

都市整備局・道路局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

【鶴ヶ峰駅北口周辺のまちづくり】
・鶴ヶ峰駅は5.6万人/日の利用があり、545本/日の路線バスが発着する旭区の交通拠点
・バスターミナルは駅から250ｍ離れているため、乗換が不便であり、一般車の乗降場がなく、車両が
交錯している。
・駅前に低未利用地が多く存在（旧市営住宅跡地約8,000㎡など）
・北口周辺のまちづくりは連続立体交差事業との整備時期等の調整を図る必要がある。
・旭区総合庁舎（昭和46年竣工）は狭隘化（職員一人当たりの面積27㎡で18区平均の約６割程度）、老
朽化が著しい。特に、福祉部門では相談スペース等が不足している。
・公用駐車場が不足しており、公道に渋滞が発生している。
・あわせて、駅周辺に点在する行政機能や公共・公益施設についても老朽化や駅から遠いなど環境や立
地の改善が必要
【連続立体交差事業】
・事業予定区間には５箇所の開かずの踏切があり、周辺道路に慢性的な渋滞が発生していることや緊急
活動へ影響を及ぼす可能性があるなど、踏切を起因とした課題が数多くあり、これらの課題を一挙に解
決できる連続立体交差事業が求められている。
・鶴ヶ峰５号踏切は、やむを得ず小学校の通学路に指定され危険な状態
・平成30年3月末に国からの着工準備採択を受け、30年度から事業化に向けた都市計画や環境影響評価
の手続き等に着手している。
・鶴ヶ峰駅付近の上部利用方法や整備時期等について、まちづくりと調整が必要
◇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（旭区プラン改定素案の意見募集においても多くの意見が寄せられた）

◇区民からの具体的な要望

・平成28年3月に旭区連会が連続立体交差事業の早期事業化や地下化による整備について、市長及び市
会議長に要望書を提出
・平成28年12月に鶴ヶ峰駅北口再開発協議会が連続立体交差事業の地下方式の採用や、鶴ヶ峰駅北口の
再開発との連携を行う旨の要望書を市長へ提出
・平成29年度の検討会や平成30年４月、５月に行われた鶴ヶ峰北口のまちづくりに関する懇談会を経
て、踏切の除却だけでなく水道道の渋滞解消や、バスターミナルやタクシー乗り場の再整備、鶴ヶ峰の
特色のある再開発を希望する意見が出された。

◇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。

・地権者組織の鶴ヶ峰駅北口再開発協議会の活動に継続して参加
・中期４か年計画では連続立体交差事業を契機に、区役所や公会堂の立地を生かした行政機能と文化施
設の充実したまちなど鶴ヶ峰駅北口周辺の目標を位置づけた。
・横浜市都市計画マスタープラン旭区プランでは、鶴ヶ峰駅周辺を行政機能と文化施設の充実したまち
を目指す等の目標を位置付けた。
・区運営方針では、連続立体交差事業と連携し、地域と一緒になって駅周辺の利便性の向上を目指した
まちづくりを進めていくものと位置付けた。
・鶴ヶ峰駅北口周辺地区のまちづくり構想では、市営住宅跡地等を活用しつつ、鉄道敷地の利活用の可
能性も検討しながら、行政機能や公共・公益施設の更新を図る等のまちづくりの方針を位置付けた。

◇課題解決のための方策

・連続立体交差事業に合わせた北口まちづくりを着実に進めるため、まちづくり構想の策定及び事業手
法検討等の予算確保【都市整備局市街地整備推進課】
・連続立体交差事業の事業化に向けた手続き等の中で、区民に丁寧に説明を行い、早期事業着手を目指
す【道路局事業推進課】

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

◇対応の内容

平成30年度から事業化に向けた国との協議や都市計画、環境影響評価の手続き等を５年を目途に進めて
いますが、都市計画等の手続きの際には迅速な計画策定と丁寧な区民対応を行い、早期事業着手に向け
着実に手続きを進めます。

対応する場合

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 岡部、山崎 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
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 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

コミュニティハウス未整備地区への整備の必要性は認識しておりますが、引き続き区で対応策を検討し
ていただきたいと思います。また、小・中学校の建替えの機会をとらえた複合化整備を検討する必要が
あります。

◇対応する場合の課題

小・中学校の建替えの機会をとらえた複合化整備もしくは整備候補地の選定が必要です。

◇対応の内容

対応する場合

市民局 地域施設課

671-2328

対応の有無 対応しない 予算化見送り

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 市民局地域施設課（中村係長）

◇課題解決のための方策

・二俣川ニュータウン地区及びさちが丘地区を中心に、関係局と連携を図りながら地元ニー
ズの把握、周辺類似施設の利用状況、他区の直近事例及び整備費用の縮減方策等を整理した
うえで、具体的な設置場所の選定及び整備手法を決定し、未整備地区におけるコミハ整備を
推進していく。

提案内容
・

概算額等

未整備地区における地元ニーズの把握、周辺類似施設の利用状況、他区の直近事例及び整備
費用の縮減方策等を検討するための基礎調査とともに、設置場所の選定や整備手法の決定に
必要な計画検討に要する費用               円

提案種別 項　　　　　　　目

3 旭区内のコミュニティハウスの整備促進について

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

・コミュニティハウス整備基本構想に基づき、本市では「中学校区程度に１館を目途」にコ
ミュニティハウス（以下、コミハ）の整備が進められている。
・旭区のコミハの整備率は、18区の中でも極めて低い水準である。（整備率：54％、未整備
地区：６地区（13地区中））

◇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

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 区政推進課

954-6026

市民局

・二俣川ニュータウン地区連合区域（中学校区：旭中学校）には、市民利用施設（地区セン
ター、コミハ、地域ケアプラザ）が１か所もなく、地域住民が活動する場がないため、コミ
ハを整備して欲しい。（二俣川ニュータウン連合町内会からの要望　タウンミーティング平
成11年～25年、19年8月市長陳情、23年７月、24年６月、25年６月区長陳情）
・さちが丘地区連合区域（中学校区：万騎が原中学校）には、地区センターやコミハがな
く、地域住民が交流する場としてコミハを整備して欲しい。（さちが丘地区連合町内会から
の要望　29年７月区長陳情）

◇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。

・二俣川ＮＴ地区では、平成22年度に旭中学校内の敷地又は隣接するグランドの一部を利用
する両案を元に関連局と調整を図ったが、両案の比較検討や類似施設との整理がさらに必要
であり、候補地決定に至らなかった。その後も継続して地域から整備に関する要望を受けて
いる状況である。
・さちが丘地区からは、コミハとともにケアプラの整備要望も受けており、平成30年４月か
ら二俣川南口再開発ビル内にケアプラザがオープンした。



（様式３－２）

担当者名 岡部、山崎 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 臼田、
吉野 TEL

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　帷子川旧河川敷（日影橋～前山橋）については、関係各署への働きかけにより、神奈川県
が廃川処理を行い、市の水路（一般下水道）となった。この水路敷き[帷子川旧河川敷（日
影橋～前山橋）]には、本川からの流入はないものの、流域からの雨水等が滞留しているた
め、臭気や雑草の繁茂などの問題が発生している。
　また、旧河川敷の跡地活用については、地域より平成18年度に実施されたワークショップ
の結果を踏まえ、プロムナードの早期整備が強く求められている。

◇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

・平成17年に地元連合町内会長から旭区長あてに、旧河川に架かる前山橋、今宿橋の拡幅に
関する要望書が提出され、同時に旧河川敷の活用に関する地域要望が強くなった。
・地元連合町内会では平成19から30年度のタウンミーティングにてプロムナードの全区間の
早期整備および衛生上の対策、プロムナード内へのトイレの設置などを要望している。

◇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。

・横浜市都市計画マスタープラン旭区プラン（Ⅲまちづくりの方針　３環境の方針）に位置
づけている。
・前山橋と今宿橋の拡幅工事の実施（平成23～24年度）
・関係部署と調整し、プロムナード整備の方向性を整理した方針を確定した。（平成24年
度）
・平成25～29年度は関係部署と調整し、隣接地との境界確認や一部の下水道整備工事、公園
などの基本設計を実施。新今宿橋から前山橋までの下水道整備工事の基本設計及び清来橋か
ら前山橋の一部区間の詳細設計の実施
・平成30年度は、今宿橋から新今宿橋の間で公園工事に着手、日影橋から今宿橋及び清来橋
から前山橋間の一部区間の下水道整備（旧河川埋め戻し）工事を行う予定

◇課題解決のための方策

・帷子川旧河川敷プロムナードの早期事業完了のための予算確保が必要

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 区政推進課・土木事務所

954-6026

環境創造局

提案種別 項　　　　　　　目

4 帷子川旧河川敷のプロムナード整備について

提案内容
・

概算額等

・下水道の詳細設計・整備
・プロムナードの詳細設計・整備

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 公園緑地整備事業、下水道整備事業

環境創造局
公園緑地整備課

管路整備課
671-2632
671-2843

対応の有無 対応する 予算対応する

所管局課・担当者
環境創造局公園緑地整備課（臼田係長）

　　　管路整備課（吉野係長）

◇対応の内容

一部整備工事に着手する予定です。（公園緑地整備課）
一部区間の下水道工事を行います。（管路整備課）

対応する場合

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 岡部、山崎 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 楡、村野 TEL

◇対応の内容

横浜環状鉄道を含む交通政策審議会答申に位置付けられたプロジェクト等について、引き続き
検討調査を実施するための予算（鉄道計画検討調査の一部）の中で検討します。

対応する場合

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

提案内容
・

概算額等

・横浜環状鉄道の事業性をさらに高めるための検討の継続 　             円
・横浜環状鉄道全線の整備には、多額の費用を要することから長期的に取り組む路線とされて
いる。この中でも既存路線のグリーンラインの隣接する区間である中山～二俣川経由～東戸塚
間の先行整備に向けた取組

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 鉄道計画検討調査費

都市整備局 都市交通課

671-2021

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

所管局課・担当者 都市整備局都市交通課（楡係長）

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 区政推進課

954-6026

都市整備局

提案種別 項　　　　　　　目

5 横浜環状鉄道の早期延伸

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

・平成26年２月「横浜市における鉄道を軸とした交通体系について」において、全線整備によ
り市域の一体化や交通利便性の向上が期待されるが、多額の費用を要することから長期的に取
り組む路線としている。
・グリーンラインやみなとみらい線に隣接する区間から事業性を高めるための検討を進めるこ
とが示されている。
・平成28年４月に「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」について、交通政策審議会から
国土交通大臣へ答申がなされ、横浜環状鉄道が「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現す
る上で意義のあるプロジェクトの中の「地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資する
プロジェクト」の内の１つとして位置付けられた。
・最寄駅まで15分で到達できない交通不便地域が、旭区は市内でも特に広く分布している。こ
の中には、若葉台・左近山・ひかりが丘といった大規模団地のほか、多くの住宅地が含まれて
いる。

◇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（旭区プラン改定素案の意見募集においても多くの意見が寄せられた）

◇区民からの具体的な要望

市長宛要望書、タウンミーティング等の機会に、以下の要望を受けている。
・交通不便地域の解消が、若年層の地域離れ、高齢者の外出機会減少に歯止めを掛け、地域発
展につながる。
・平成30年７月２日に旭区区連会から市長へ交通関係の諸課題への早期対応に関する要望書の
提出
・平成30年度のタウンミーティング（若葉台、今宿、左近山）で早期整備について要望を受け
る。
・横浜国際プールや歴史博物館等のグリーンライン（日吉～中山）沿線に位置する市の主要な
施設へのアクセス性向上のほか、郊外部の地域間交流が活発になり市域が一体となる。
・ズーラシア等、旭区内の施設へのアクセス性向上により、更なる集客と周辺道路の渋滞が解
消される。

◇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。

・中期４か年計画、横浜都市交通計画にも検討を進めていくことを位置づけている。
・横浜市都市マスタープラン旭区プラン（Ⅲまちづくりの方針　２交通の方針）に位置づけて
いる。

◇課題解決のための方策

・横浜環状鉄道には、旭区内の交通不便地域の解消だけでなく、市内各所を繋げることで郊外
部の活性化にも寄与するため、実現に向けた検討・調査を行う。



（様式３－２）

担当者名 岡部、山崎 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名
故島・原(企画課)
関野(建設課)

TEL

◇対応の内容

鴨居上飯田線及び保土ケ谷二俣川線について、南本宿方面からさちが丘方面までの事業中区間
が、神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線）の開業する平成34年度末までに供用できるよう、
工事費及び用地取得費等を計上します。
歩行者の安全対策については、現場の状況に応じて警察や土木事務所と連携しながら対応して
いきます。（建設課）
【課題】
平成28年３月に公表した「都市計画道路の優先整備路線」において、鴨居上飯田線及び坂本鶴
ケ峰線の鴨居上飯田線以南は優先的に事業着手する路線としていますが、現在事業中の路線の
完成が遅れており、他の路線も含め新規路線の事業着手が困難な状況です。事業中路線の進捗
状況等を見ながら、効率的、効果的な整備を検討し、順次事業化を図っていきます。（企画
課）

対応する場合

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

提案内容
・

概算額等

・鴨居上飯田線や保土ケ谷二俣川線の現在整備中区間の早期完了　鴨上：838,000千円、保土
二：36,000千円
・未着手路線・区間の早期着手に向けた検討調査
・整備完了までの期間の歩行者の安全対策

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 都市計画道路等の整備

道路局
企画課
建設課

671-2777(企画)
671-3542(建設)

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

所管局課・担当者
道路局企画課（故島係長）
　　　建設課（関野係長）

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 区政推進課

954-6026

道路局

提案種別 項　　　　　　　目

6 都市計画道路の整備促進

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

・旭区内の都市計画道路の整備率は低く、主要な道路網の整備が十分ではない。
　(整備率42.1% 17位/18区 市全体68.5% (平成30年３月))
・慢性的な交通渋滞や、住宅地内の道路が渋滞回避の抜け道として利用されるなどの問題が生
じている。
・旭区は交通不便地域が広く分布しているが、主要道路の交通渋滞が多発していることにより
区民の足となるバスの遅延が頻発し、日常的な移動が阻害されている。

◇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

・都市計画道路の整備については、区民意識調査の結果から多くの期待があることが示されて
おり、日常の窓口等においても多数要望を受けている。
・関係地域のタウンミーティング等において、各路線の早期整備とともに、整備完了までの期
間についても、歩行者の安全対策を要望されている。
・平成30年７月２日に旭区区連会から市長へ交通関係の諸課題への早期対応に関する要望書の
提出

◇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年度に改定した横浜都市交通計画では、市内の道路ネットワークの整備推進を位置づ
けた。
・横浜市都市計画マスタープラン旭区プラン（Ⅲまちづくりの方針　２交通の方針）に位置づ
けている。

◇課題解決のための方策

・鴨居上飯田線や保土ケ谷二俣川線の平成34年度の全線開通に向けた着実な事業進捗
・整備未着手路線・整備未着手区間の早期着手
・取得済み用地を活用した暫定の歩道舗装工事
・横浜環状道路など市内の主要道路を整備後は旭区の都市計画道路を集中的に整備



（様式３－２）

担当者名 岡部、山崎 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 4年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 高野 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

◇対応の内容

①関係課による連絡体制の構築について
連続した宅地開発が予想される場合、初期段階において、区役所や開発関係部署が出席する

「開発事業の連絡調整会議」を活用して地域状況や指導内容の共有を図っています。
　開発事業の連絡調整会議は一定規模以上の開発を対象としていますが、対象案件以外であっ
ても、地域の状況などにより開催が必要と判断した際や、局区から要望があった場合も開催し
ています。

②開発調整条例等の制度改善
（周辺地域の説明義務化）
　開発調整条例における説明範囲は開発により直接影響のある範囲を対象としています。周辺
地域（条例の説明範囲が含まれる自治会・町内会等）への説明を義務化した場合、自治会長の
負担になることから、現時点での説明は義務付けていませんが、周辺地域への説明が必要な場
合は、開発調整条例標識設置届時の照会回答で要望いただければ事業者に指導します。

（施設整備基準の見直し）
　開発区域内の排水基準については、近年の局地的な大雨による浸水被害が、流達時間が比較
的短い小流域で発生していることをうけ、雨量と流域状況が排水計画により的確に反映される
合理式による算定へと平成22年に改正しています。
　また、防犯灯設置については、H30年４月から５戸以上の戸建て住宅・共同住宅を対象に協
議・指導を実施しています。
　今後、その他の施設整備基準等についても、条例の改正も視野に入れた検討を進めます。

対応する場合

建築局 宅地審査課

671-2946

対応の有無 対応する 既存制度の見直しを行う

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 建築局宅地審査課（高野係長）

◇課題解決のための方策

①隣接地の権利関係等により、連続する3,000㎡未満の小規模開発が見込まれる場合、協議の
初期段階から庁内で連携し、必要な整備水準の確保を指導できるような、関係課による連絡体
制の構築
②諸課題を解決できるような開発調整条例等の制度改善
（周辺地域への説明義務化や施設基準の見直しなど）

提案内容
・

概算額等
・連続する小規模開発問題（つなぎ開発）における制度の見直し、改正の検討

提案種別 項 目

7 連続宅地開発に対応するための制度改善

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

・平成26年度より旭区都岡町等で3,000㎡未満での小規模開発が連続して行われている。
・小規模開発の場合、本来必要となる排水施設が確保されず、整備された道路は公道移管の構
造基準を満たさない私道のままとなり、適切な維持管理や安全対策を講じることができない等
の課題が生じている。
・現行の制度では指導に関して行政が強制力を持たないため、対応に苦慮
・私道については、開発の同意条件として、公道移管の対象とならないことを付記しているに
も関わらず、開発事業終了後の私道所有者から公道移管を要望されるなど対応に苦慮

◇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

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 区政推進課

954-6026

建築局

・開発地区や近隣の住民の方々からは、連続する小規模開発についての制度の見直し、浸水対
策、私道の安全管理対策が求められている。
・川井地区タウンミーティングでも平成26年度から29年度にわたり強い要望が出ている。

◇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。

・開発地区外の浸水対策工事の実施（都岡地区下水道整備工事・環境創造局）
・連続する小規模開発で合計3,000㎡以上となるものは、雨水調整池を設置することや、私道
において適切な安全対策が図られるよう制度変更を建築局、道路局に要望。



（様式３－２）

担当者名 岡部、山崎 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 河村　光則 TEL

◆局回答内容

担当者名 冨田、熊澤 TEL

対応する場合

所管局課・担当者
環境創造局公園緑地整備課（河村係長）

政策局政策課（岩ケ谷係長）

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

対応しない場合

対応しない場合
◇対応する場合の課題

671-4125

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 公園緑地整備事業、国際園芸博覧会招致推進事業

中央道路の延伸と里山ガーデンの本格活用、国際園芸博覧会開催に向けた機運醸成8

提案内容
・

概算額等

環境創造局 公園緑地整備課

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

旭区 区政推進課

954-6026

環境創造局・政策局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・2017年の全国都市緑化フェア期間中に里山ガーデンを訪れた方の１／５が旭区民であり、旭区Ｄ
ＡＹではステージ出演にも意欲的に参加した。里山ガーデンは区民に愛される財産として、暫定公
開の際にも多くの区民が来場した。
・一方で、開園以来ズーラシアの駐車場利用等に伴う交通渋滞が発生しており、今年度のタウン
ミーティングで、３地区連合が議題として取り上げ、強く対応を求められている。今後、より多く
の来場者を迎える上でアクセスの利便性を、総合的に考えていくことが不可欠である。

◇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（旭区プラン改定素案の意見募集においても多くの意見が寄せられた。）

◇区民からの具体的な要望

・平成28年10月に隣接する川井地区連合が渋滞解消に関する市長陳情を提出
・平成30年度のタウンミーティングでは、３つの地区連合（上白根、旭北、今宿）が「中央通路の
整備」を議題として取り上げ、早期の渋滞解消を強く要望

◇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。

・平成29年度から横浜動物の森公園中央通路の整備促進及び里山ガーデン跡地の早期本格活用につ
いて区提案を実施
・横浜市都市計画マスタープラン旭区プランでは、ズーラシア周辺の交通環境の改善を行っていく
ことを位置付けた。
・区運営方針では、横浜動物の森公園の整備推進を位置付けた。

◇課題解決のための方策

１　中央道路延伸による交通渋滞の早期解消
・今年度実施する交通量調査、測量、地質調査及び予備設計を受けて、31年度中央道路の計画を深
度化　（設計予算の計上）
・中央道路延伸を進めるうえで、三保街道の安全確保及びボトルネック箇所の解消を合わせて実施
・中央道路の整備と並行して、路線バスや徒歩による来園促進や入退場ピークの平準化などソフト
対応を区・局・指定管理者が連携して検討
２　旭区誕生50周年記念事業を踏まえ、里山ガーデンなど区内各所で区局連携による園芸博覧会招
致に向けた区民の機運を醸成する取組の実施
・地域の重要課題を解決し、旭区制50周年もきっかけとしながら、地元の協力と盛り上がりによっ
て、里山ガーデンの本格活用や国際園芸博覧会招致を進め、郊外部の魅力の拠点づくりと、本市の
花と緑の重要施策を推進

１　中央道路の基本計画に係る費用（環境創造局公園緑地整備課）
２　園芸博覧会招致に向けた機運醸成の取組にかかる費用（政策局政策課）

◇対応の内容

国際園芸博覧会招致に向けた機運醸成の取組に係る費用等を計上。
※計上額は、国内外への広報や全市・地域等における機運醸成全体に要する費用。

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

◇対応の内容

中央道路の基本計画の中で継続して検討していきます。

政策局 政策課

671-3126

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する



（様式３－２）

担当者名 長坂 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 塚越 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

・左近山団地では、担い手の高齢化・不足、多様な交流の場としての総合的な拠点づくり、ネット
ワークづくり、高齢化に伴う住替えなどの課題があり、それに対応すべく、平成25年にＮＰＯ法人
オールさこんやまが設立された。しかしながら、未だに担い手の問題などが解消に至らず、さらに平
成29年3月に実施された「地域福祉・拠点交流整備事業に関する既存拠点調査業務委託」において、移
動手段の確保、ＮＰＯ法人の財源確保などの課題も明らかになり、本事業をきっかけとした課題解決
や仕組みづくりが期待されている。
・29年度地域住民が中心となって立ち上げた『左近山まちづくり方針検討会』において、まちづくり
の５つの取組テーマが定まった。そのうちの一つ『地域の組織力パワーアップ』を実現する取組とし
て本事業に対する地域の期待が大きくなっている。
◇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。

・29年度旭区運営方針において、「2025年問題を見据えた大規模団地再生モデル構築事業」を位置づ
け、旭区内の大規模団地において、超高齢化等に対応した持続可能なコミュニティづくりを推進。ま
た、29年度旭区運営方針の基本目標等を具体化する事業として、事業概要を広報よこはま等により区
民に広く周知。
・30年度の旭区運営方針においても、「大規模団地再生モデル構築事業/大規模団地における大学生に
よる地域支援活動事業」を位置づけ、企業・大学等とのパートナーシップにより地域と協働し、持続
可能なコミュニティーの維持・強化を推進。

◇課題解決のための方策

左近山団地の再生における大学と連携したSDGs未来都市推進事業【平成30～32年想定事業】
①入居大学生を活用したNPO法人の福祉分野強化による超高齢社会対応
・高齢者の見守りの仕組みづくり
②改修等による既存建築物の脱炭素化
・断熱改修実証実験　・学生による断熱改修ワークショップ　・団地内の普及啓発
③新たなソーシャルビジネスの立ち上げによる地域経済活性化
・新たなNPO法人による学生を中心としたソーシャルビジネスサークルの立ち上げ検討
・団地への大学生入居の持続可能モデル検討に関する大学との共同研究

NPO法人への委託料等　2,300千円
大学との共同研究費等及び学生の活動支援のための委託料　700千円

昭和40年代に開発された大規模団地であり高齢化率が40％を超え、いわゆる2025年問題が既に顕在化
している。具体的には、高齢化に伴い、地域活動の担い手が不足し地域活動が縮小している。また、
見守りや生活支援が必要な高齢者が増加しているとともに少子化が進行し、児童数は減少しているも
のの、要援護児童は増加している。

◇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（左近山まちづくり検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-4107

左近山団地の再生における大学と連携したSDGs未来都市推進事業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

旭区 区政推進課

954-6027

温暖化対策統括本部

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 SDGs未来都市推進プロジェクト事業（区局・地域連携事業）

◇対応の内容

事業費を温暖化対策統括本部が計上します。

温暖化対策統括本部 環境未来都市推進課

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 環境未来都市推進課　塚越

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 馬立 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 鷲原 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

建築局 市営住宅課

対応する場合

671-2942

対応の有無 対応する 予算対応する

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 ひかりが丘住宅住戸改善事業

所管局課・担当者 建築局市営住宅課（鷲原）

◇対応の内容

区提案の「◇課題解決のための方策」欄に記載されている内容で事業を行います。（実施
設計：250戸　住戸改善工事：170戸）

◇課題解決のための方策

以下についての実施設計（250戸）、住戸改善工事（170戸）等
・居住性の向上（間取り改修、設備改修、３点給湯、建具更新）
・高齢者対応のための住戸改善（和室の洋室化、浴室の改善、各所手すりの設置）
・長寿命化（躯体中性化、外壁仕上げの落下防止）

提案内容
・

概算額等
・住戸改善実施設計工事費　1,791,428千円

提案種別 項　　　　　　　目

10 市営住宅における住戸改善

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

・高齢化が進行し（高齢化率；市営ひかりが丘住宅53.9%、旭区28.0%、市23.6%　H29年3
月時点）、社会的援護を要する人々が多く、地域ケアプラザは対応に追われている。今
後、さらに深刻化することが予想されるため、市営住宅についても早期に高齢化への対応
を講じていく必要がある。
・市営ひかりが丘住宅は、昭和43年から46年にかけて建設（築46年～49年）され、建物が
老朽化している（2,220戸）。
・建築局はエレベーターの整備や建物の長寿命化によりこの住宅を約90年間使用したいと
考えているが、この工事は国費を活用しているため、使用終了年の30年前までに住戸改善
を終えなければならない。また、市営ひかりが丘住宅は既に築後50年弱経っていることか
ら、今後10年程度で住戸改善を完了させる必要がある。
・エレベーターの整備は28年度に終え、住戸改善を29年度に着手し30戸、今年度の予定が
90戸と長寿命化が間に合う状況にない。

◇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

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 区政推進課

954-6027

建築局

・入居している高齢者から、段差の解消や手すりの設置、高すぎてまたぎが困難な浴槽の
縁の改善、浴室のすべりやすい床の解消などの要望がある。
・入居者から、間取りや設備が古すぎて生活が困難という話がある。特に、高齢者は椅子
座の生活でないと立ち上がりが困難であり、和室の洋室化の要望を強く受けている。
・高齢化対策として子育て世帯の入居促進を目的として募集時に子育て世帯への倍率優遇
を実施しているが、間取りや設備が古すぎて辞退する方がいるため、居住性向上のための
改善の要望を自治会等から受けている。

◇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。

・地域の見守りネットワーク構築支援事業を活用し、地域ケアプラザへ委託して、地域の
見守り体制づくりや住民参加の地域づくりを推進。（H20～22）
・地域からの要望を受け、建築局へ早期整備を働きかけ、エレベーター整備。（H23～
28）
・26年度から「市営ひかりが丘住宅における相談・生活支援モデル事業」を実施し、全戸
の訪問調査により実態把握を行い対応策を検討。27年度から相談室、見守り事業をモデル
実施し、28年度から「高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業（LSA）」へ移行。
・27年度旭区運営方針において、「誰もが地域の中で安心して生活を送ることができるよ
う見守り訪問や相談・支援体制の充実」を位置づけ。
・28年度から「高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業（LSA）」を実施。
・29年度から区局連携事業として「2025年問題を見据えた大規模団地再生モデル構築事
業」を開始。旭区運営方針に位置づけ、当該市営住宅団地を含めた旭区内の大規模団地に
おいて、超高齢化等に対応した持続可能なコミュニティづくりを推進。29年度にまちの将
来像と具体的な取組を明確化する「横浜市旭区大規模団地再生ビジョン」の区の案を整
理。今年度住民の意見反映して地域と共有を図る
・当該事業については、29年度から旭区運営方針の基本目標等を具体化する事業として、
事業概要を広報よこはま等により区民に広く周知。



（様式３－２）

担当者名 田中 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
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 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
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-2328

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 地区センター再整備等事業

若葉台地区センターにおける体育室の冷暖房装置の設置について11

提案内容
・

概算額等

市民局 地域施設課

対応する 予算対応する

体育室冷暖房装置設置及び特定天井脱落対策の同時工事計画の検討
（参考：想定概算額　天井・空調工事（同時施工）　　　　 　  円）

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

旭区 地域振興課

954-6097

市民局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　旭区は高齢人口が18区中１位（70,734人）、高齢化率は18区中２位（28.6%）となっています。特に
若葉台地区は高齢化率（46.8%）が高く、それに伴い、地区センターの高齢者利用率（51.2％）も高く
なっています。
　当該地区センターの体育室は、地下にあるため風通しの悪い構造で、機械的処置による改善以外方法
はありません。夏場は常に30度を超え、風通しの悪い状態で湿度も80％以上となる過酷な環境であり、
熱中症など事故のリスクが高く、高齢者にとって安全で快適な環境づくりが求められています。
　以上により、早期の冷暖房装置の設置を要望するものです。

◇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

　若葉台地区センターの体育室・休憩スペースに冷暖房装置を設置してほしいという要望が、タウンミーティン
グや利用者アンケート、窓口等で出されています。なお、若葉台地区センターは、タウンミーティングにおい
て、神奈川県住宅供給公社から横浜市が無償貸借を受けている施設であり、当該施設の初期整備費は横浜市が負
担していないので、市は整備費を負担すべきの指摘もあります。

◇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。

　指定管理者と協力し、体育室入口に扇風機やスポットクーラーの設置を行いました。また、こまめに
温度測定を実施し、水分補給や休憩のアナウンスを行うなど施設側の努力により、幸い大きな事故とは
なっていません。

◇課題解決のための方策

　区内の地区センター６館の中で、若葉台地区センターを除く５館の体育室ではH30年度末までに冷暖
房装置が設置されるため、区民からは比較されてしまうことが多いのが実情です。
　若葉台地区センター体育室では、特定天井脱落対策の改修工事も必要であり、冷暖房装置の設置工事
と併せて施工していただくのが妥当と考えます。

◇対応の内容

若葉台地区センター体育室への空調設置に向けて、実施設計費を計上します。



（様式３－２）

担当者名 橋本・吉村・岡部・石井 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 中嶋 TEL 671-3847

対応の有無 対応する 既存の制度で対応する

◇対応の内容

　区や土木事務所、健康福祉局等とともに、試行的な実施をとおして課題等を整理しながら
積極的に検討を進めます。

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合

提案内容
・

概算額等

旭区は特に高齢化率が高い地域であり、買い物支援が必要な方（高齢者等）への福祉の観点
から公園での移動販売が可能となるような公園内行為の許可基準の見直し及び減免基準の見
直し

参考：区執行体制上の課題

局事業名 環境創造局（横浜市公園条例第6条公園内行為許可）

所管局課・担当者 環境創造局公園緑地管理課

環境創造局 公園緑地管理課

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等
 旭区は現在でも高齢化率が高く、高齢者支援の充実が求められているところですが、団塊の世代が
全員75歳となる2025（平成37）年には特に75歳以上人口の割合が増加し、高齢化の進展が予測されて
います。また区域には坂が多く、移動に困難を抱えている人が多いことから、移動困難を原因とする
閉じこもり等の問題が懸念されています。現在、地域包括ケア推進の取組の一環として生活支援体制
整備事業を実施しておりますが、増大する高齢者の生活支援ニーズに迅速かつ柔軟に対応していく必
要があります。
<参考①>平成30年3月末現在、旭区高齢化率28.7％（市内2位・横浜市24.1％）、
　　　　　　　　　　　　　 旭区高齢者数71,073人（市内1位・横浜市901,635人）
<参考②>「住みにくいと思われる点」平成26年旭区区民意識調査結果
　　　　1位「交通の便が悪い」、2位「買い物がしにくい」

◇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（川井町内会・地域ケア会議）

◇区民からの具体的な要望

　川井地区では、エリア内の最東端にスーパーが1件しかなく、第2期地域福祉保健計画策定にあたっ
て実施した全戸アンケートでも買い物の課題が抽出されました。その後、包括レベル地域ケア会議で
対応策を検討し、平成29年度から地域福祉保健計画推進組織と地域ケアプラザとが連携して移動販売
を数か所で導入していますが、川井本町では適切な場所がないため、川井本町公園での実施を可能と
するよう要望を受けています。
　また、平成30年度旭区タウンミーティングにおいて、笹野台地区、希望が丘東地区から喫緊の検討
課題として買い物支援がテーマにあがっています。

◇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。

【高・障】【福保】地域ケアプラザを中心として圏域の住民ニーズに応じた生活支援サービス（移動販売を含
む）の導入等、生活支援体制整備事業を推進しています。移動販売については、現行の規定で可能な場所で実施
するよう指導しています。しかし、公園以外に適切な実施場所が見当たらない地区があるため、地域支援・高齢
者福祉の観点から公園の柔軟な活用について検討する必要性は高いと考えています。【土木】現行制度では公園
での物販をメインとした行為は出来ませんが、福祉の観点から今後は移動販売の必要性は高まると予想されるた
め、主管局の環境創造局公園緑地管理課に対し、係長レベルで公園内行為の許可基準の見直しについて検討頂く
ように依頼しています。【区推】こども自然公園等で展開されている公園の公民連携について、今後は身近に立
地する小規模な公園においても地域課題の解決に資する公民連携の取組が必要です。また、交通不便な地域にお
ける買い物支援など住環境の維持に向けた対策強化は今年度改定する都市計画マスタープラン旭区プランに位置
付けています。

◇課題解決のための方策

　買い物支援が必要な方（高齢者等）への対応として移動販売を実施することが必要です。
実施にあたっては住まいに近接する公園等での移動販売が有効であり、そのために公園内行
為の許可基準及び減免基準の見直しを行う必要があります。

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 高齢・障害支援課、福祉保健
課、区政推進課、土木事務所

954-6079、6143、6026
953-8801

環境創造局 南区、金沢区、緑区、戸塚区、瀬谷区

提案種別 項　　　　　　　目

12 公園における買物困難者（高齢者等）の生活支援を目的とした移動販売の行為許可



（様式３－２）

担当者名 鋪 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 石岡 TEL

対応する場合

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

①児童家庭支援センターの整備については、未設置区の整備を行い、まずは全区展開を図って
いくことが必要と考えています。このため、サテライトに係る予算計上については困難です
が、引き続き、設置の必要性を含めて検討します。

◇対応する場合の課題

こども青少年局 こども家庭課

671-4289

対応の有無 対応する 既存の制度で対応する

◇対応の内容

②養育支援家庭の利用促進のため、引き続き効果的な運営指導のほか、区と連携して利用促進
が図れるよう検討します。

提案内容
・

概算額等

１　児童家庭支援センターのサテライト型の予算措置
・運営費　3,360千円（280千円×12か月）
・改修費　2,000千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 5,360千円
２　こども青少年局による児童家庭支援センターの実務マニュアルを徹底し、区と連携した利
用促進

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 児童家庭支援センター及び子育て短期支援事業

所管局課・担当者 こども青少年局こども家庭課・石岡係長

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

１　児童家庭支援センター
　児童家庭支援センターでは、地域における子育て支援機関として、養育に課題があり継続し
た支援が必要な家庭・児童等に対して、地域で安定した生活ができるよう、区や児童相談所と
連携しながら相談支援を行い、必要によって日中預かり等のサービス提供を行います。
【業務内容】
・育児相談、専門的な相談（心理相談など）
・養育上支援が必要な家庭に対する見守りや家庭訪問
・親が緊急の通院等で他の養育する者がいない場合の日中預かり
・ひとり親家庭等で、親の休日出勤等の休日預かり
・養育疲れに対するレスパイトとしての宿泊を伴う預かり
・里親への支援

２　児童虐待の状況
　児童家庭支援センターが対応する主な児童虐待は増加しています。児童虐待は、虐待リスク
（育児ストレス、不安、協力者の不在、育児能力の低さ等）を減らし、虐待の未然防止につな
がる取り組みが必要です。

３　課題
　旭区の児童家庭支援センターは、ひかりが丘団地の南に位置しており、交通機関はバスのみ
という環境で、区民が容易に養育相談に行かれる立地にありません。また、区役所や児童相談
所とも離れているため、日常的な打合せや緊急対応等の調整が難しい状況です。児童家庭支援
センターが区民から直接相談を受け、区や児童相談所とも連携し、対応する機能を強化するこ
とが児童虐待防止として重要です。
・区民が直接利用できない。
・区、児童相談所との連携が図りにくく、児童家庭支援センターの動きが見えない。
・他の地域の関係機関との連携が薄い。

◇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

・児童家庭支援センターを知らない。
・施設が遠くてわかりづらかった。直接相談に行ける場所ではない。
・育児にストレスが溜まり、児童家庭支援センターでの預かり頻度を増やしてほしい。
・送迎ができず、連れていけないため、利用できなかった。

◇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。
・児童家庭支援センター、児童相談所、区役所との連絡会の開催
・区要保護児童等対策協議会での情報共有

◇課題解決のための方策

１　区民利用の利便性の向上、区・児童相談所・地域関係機関との連携強化
　区民が利用しやすく、また、区や児童相談所との連携をとりやすい場所（鶴ヶ峰駅周辺等）
にサテライト型施設を設置することで、相談機能強化が期待できる。サテライト型施設では、
保護者からの専門的な相談支援や日中預かり等を利用する児童の受け取り・引き渡し、区や児
相とのカンファレンス等を実施し、宿泊はこれまでどおり「おおいけ」で実施
２　児童家庭支援センターの利用促進
　児童家庭支援センターの地域に根ざした効果的な運営に向けて、こども青少年局による実務
マニュアルの徹底や区と連携した指導を行うことにより更なる利用促進を図る。

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 こども家庭支援課

954-6150

こども青少年局 西区、都筑区（２のみ）

提案種別 項　　　　　　　目

13 児童家庭支援センターの養育支援家庭の利用促進に向けた取組

【参考】

362 375 459

0

500

平成27年度 平成28年度 平成29年度

旭区児童虐待相談対応件数



（様式３－２）

担当者名 石井 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 高田 TEL

◇対応の内容

 ひきこもり等の困難を抱えており支援を必要とする若者を一人でも多くユースプラザ利用につなげる
には、利便性は重要だと考えますが、事業の優先順位や厳しい財政状況を鑑み、移転に必要な経費につ
いては、区局連携促進事業により対応していきます。なお、西部ユースプラザの移転に伴う賃料の増に
ついては、予算計上します。

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

旭区 こども家庭支援課

954-6019

こども青少年局 泉区、瀬谷区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

【現　状】
１．西部ユースプラザの現状
　≪立地≫
　　西部ユースプラザは保土ケ谷区・旭区・泉区・瀬谷区を対象エリアとしていますが、
　　西部エリアの東端（保土ケ谷区天王町）に位置し、駅から距離もあります。
　≪施設構造≫
　　構造上、３フロアに分割されており、利用者の活動スペースとスタッフがいる事務所
　　が異なるフロアに配置されています。
◇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（区役所でのひきこもり相談件数及びユースプラザ利用登録者数）

◇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。

・H26～H27：ユースプラザ移転について区提案。
・H29～：区役所でひきこもり相談開始。（旭区相談件数市内２位）
・H30：二俣川再開発に伴う物件流動性の上昇に合わせ、移転を再提案。

◇課題解決のための方策

相鉄線（本線・いずみ野線）のターミナル駅で、西部方面でのアクセスに便利な二俣川駅近くの適地に
『よこはま西部ユースプラザ』を移転します。

【期待される効果】
　１　西部エリア全体で、西部ユースプラザの利用登録者数の増が見込まれます。
　２　活動スペースを１フロアにし、利用者が分離されることなく、一体となった活動を
　　　行うことで、個々のコミュニケーションが活発となり、社会性の向上につなげること
      ができます。
　３　ユースプラザとエリア内の関係機関（地域ケアプラザ、学校、障害者相談支援機関
      等）との連携が一層図られることにより、利用者の社会参加に向けた取組が進みま
      す。

260-6614

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 地域ユースプラザ事業

よこはま西部ユースプラザの移転14

提案内容
・

概算額等

こども青少年局 青少年相談センター

対応する 予算対応する

21,227千円（移転に係る初期費用、賃料の増額分）

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

対応する場合

所管局課・担当者 こども青少年局青少年相談センター　高田副所長



（様式３－２）

担当者名 中川 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 吉澤 TEL

◇対応の内容

対応する場合

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

生活困窮者自立支援法に基づく、子どもの学習支援事業及び就労準備支援事業の利用者に対する交
通費の支給について、国は個別給付につながるものは認めないこととしています。生活困窮者自立
支援法においては、相談業務を柱としており、本市としても個別給付を行うことは考えていませ
ん。
　なお、学習支援に関しては、個別給付での対応ではなく、参加促進に向け、地域における社会資
源等の活用等を検討していきます。就労準備支援事業が、遠方等で利用が難しい場合は、就労訓練
事業の事業所数の増加等で対応したいと考えています。

◇対応する場合の課題

提案内容
・

概算額等

31年度（旭区での試算）
あさひ教室利用者15名　平均交通費月額5,000円　（15×5,000×12か月）　900,000円
就労準備支援利用者５名　平均交通費月額3,600円（５×3,600×12か月）　216,000円
就労準備支援事前講座利用者５名　平均交通費月額9,000円（５×9,000×12か月）　540,000円
　合計1,656,000円

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 健康福祉局、こども青少年局

健康福祉局 生活支援課

671-4078

対応の有無 対応しない 制度化見送り

所管局課・担当者 健康福祉局生活支援課

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 生活支援課

954-6112

健康福祉局 金沢区

提案種別 項　　　　　　　目

15 生活困窮者自立支援事業における任意事業の交通費の支給等、参加促進の仕組みづくりについて

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

旭区は、生活保護世帯が3,507世帯、被保護人員数が4,816人で保護率は1.96です。平成27年度から
開始している生活困窮者自立支援事業については、平成29年度の新規相談者数は329人、申込者は
133人で、前年度比新規相談者数は1.6倍、申込者数は1.8倍と増加しています。
【生活困窮者自立支援事業利用でのあさひ教室利用者】
平成27年度　7名（14％）　　平成28年度　12名（14％）　　平成29年度　15名（20％）
【生活困窮者自立支援事業利用での就労準備支援事業利用者】
平成29年度　３名　　全市利用者　８名

◇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

【生活困窮者自立支援事業利用でのあさひ教室利用者】定期的に利用すると交通費が毎月数千円の出費にな
り苦しいとのご意見があります。また、交通費がかかることを知った時点で利用を諦めるケースが潜在して
いると思われます。
【生活困窮者自立支援事業利用での就労準備支援事業利用者】「１回出席ごとに1,000円の奨励金だけでは、
生活が保障されないので、せめて交通費は別に支給してもらえないか」との意見があります。

◇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。
・旭区運営方針２「健やかな生活と成長支援」寄り添い型学習支援事業として、平成24年11月から
「あさひ教室」を実施しています。
・平成27年４月からは、生活困窮者自立支援事業が開始され、寄り添い型学習支援事業を生活保護
世帯以外でも利用できるようになりました。
・生活保護世帯には申請により交通費の実費が一時扶助費として支給されますが、生活保護世帯以
外の方は実費を自己負担して通っていただいています。

◇課題解決のための方策

寄り添い型学習支援事業、就労準備支援事業、就労準備事前講座について、交通費の実費を支給で
きるようにし、制度を利用しやすくします。また、交通費支給の代替となるような、送迎などの仕
組みの構築も併せて検討します。



（様式３－２）

担当者名 石島 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 佐藤 TEL

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　旭区では「ニュータウン通り」をはじめ、落葉樹等の街路樹並木を有する道路が多数ある
が、落ち葉時期においては「並木愛護会」等の地域住民に清掃活動のご協力をいただいてい
る。
しかし、近年の急激な高齢化に伴い、清掃活動の継続が難しい状況になっており、落ち葉で
滑って危ないといった陳情が多数寄せられ、清掃活動を担う地域住民からは落ち葉季節期間
中における車道清掃頻度の増加を強く求められている。

◇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

　Ｈ29年度には、二俣川ニュータウン連合町内会のタウンミーティングの議題としても取り
上げられており、地域住民からは落ち葉時期における車道清掃の実施頻度の増加を求められ
ている。

◇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。

　関係課に対して随時、予算配付などの働きかけを行っている。

◇課題解決のための方策

　現在の道路局の配付予算では、区内のバス路線等において概ね月に１度の頻度でしか車道
清掃を実施することができないが、今後、必要な予算を確保し、落ち葉時期（10～12月）は
落葉樹路線で３回/月程度の頻度で車道清掃を実施していく必要がある。

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 土木事務所

953-8801

道路局

提案種別 項　　　　　　　目

16 落ち葉に対応した車道清掃予算の確保

提案内容
・

概算額等

　落ち葉に対応した車道清掃予算の確保を希望する。（H30配布予算(16,023)＋4,000千円
増）

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 道路清掃事業

道路局 施設課

671-3550

対応の有無 対応しない 予算化見送り

所管局課・担当者 道路局施設課　佐藤補佐

◇対応の内容

対応する場合

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

　落葉に対応した車道清掃については、道路側溝に落葉が集まることで排水機能の阻害とな
るため、大雨時の道路冠水の原因になるなど全市的な課題であると認識しておりますが、道
路清掃全体の予算が限られているため、路線ごとの落葉の状況や年間を通じた清掃時期の調
整により、配付予算額での対応をお願いします。

◇対応する場合の課題

　道路清掃全体の予算が不足するため、他の清掃箇所の清掃回数を減らすなどの対応が必要
です。



（様式３－２）

担当者名 石島 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 5年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 小川 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 土木事務所

953-8801

建築局

　区連会や今宿地区のタウンミーティングの議題としても長年にわたり取り上げられてお
り、通学路が狭い、緊急車両が通れない、災害時の避難路が危険である等の理由から積極的
な拡幅整備の推進を要望されている。

◇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。

　市民生活の安全の確保のため、関係課に対し随時、予算配布などの働きかけを行ってい
る。

◇課題解決のための方策

・交通量の多い道路や緊急時・災害時等の避難路など、地域の要望を踏まえた路線型による
拡幅整備事業を建築局主導により今宿地区等で積極的に実施する。
・今宿地区から路線型による整備要望があるため、建築局から地権者に対して制度の周知・
助成制度の説明など、拡幅の働きかけを積極的に実施する。
・引き続き、狭あい道路の整備促進に向けて予算の確保をお願いしたい。

提案内容
・

概算額等

地域の要望を踏まえた路線型による狭あい道路拡幅整備事業の重点整備及び適切な予算確
保、地域からの要望、相談などに対する積極的な説明の実施。

提案種別 項　　　　　　　目

17 狭あい道路拡幅整備事業の推進

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　旭区は狭あいな道路が多く「狭あい道路整備促進路線」が約62ｋｍ指定され、市内18区中
１位となっており、タウンミーティングや地域住民からは道路が狭くて危ない、緊急車両が
すれ違えない等の要望が多数寄せられている。しかし、狭あい道路拡幅整備事業は地権者の
申請により拡幅が行われるため、建替え時でないと整備事業が実施されない現状があり、と
りわけ区内でも「狭あい道路整備促進路線」の集中している「今宿地区」などの地域から
は、路線型による計画的な整備を望む声が高まっている。

◇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

671-4544

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 狭あい道路拡幅整備事業

◇対応の内容

狭あい道路の拡幅整備を行うに当たっては、拡幅希望路線について、拡幅整備への地元の取
組状況を確認した上で、必要な支援の検討を行います。

対応する場合

建築局 建築防災課

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 石島 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 本橋 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 土木事務所

953-8801

道路局

　区連会や旭北地区連合自治会のタウンミーティングなどにおいても、長年にわたり議題とし
て取り上げられており、区民からは特に斉藤橋付近の早期完成を要望されている。

◇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。

　斉藤橋については、中堀川の河川護岸の改修と併せて道路拡幅を行う必要があることから管
理者である神奈川県との早期合意に向けて道路局河川部と連携して取り組んでいる。

◇課題解決のための方策

　全体2,450ｍの内、完成済み延長は1,610ｍとなっている。残る２地区（白根６丁目地区、上
白根１丁目地区）の用地取得率は約81％となっているが引き続き、用地取得を進め、取得でき
た部分から先行して工事を実施していく。なお、懸案となっている斉藤橋工区の整備や焼損家
屋の用地取得について引き続き、道路局河川部や建設課、区の関係部署と更なる連携強化を図
り、早期整備に向けて取り組んでいく。

提案内容
・

概算額等

　未完成区間の早期完成を図る必要があることから、引き続き、残事業区間の用地費び工事費
の予算確保をお願いしたい。

提案種別 項　　　　　　　目

18 白根通り拡幅事業の早期完成

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　白根通りは、鶴ヶ峰駅と周辺地域を結ぶ重要なバス路線であるとともに、幹線道路を結ぶ道
路ネットワークとしても重要な役割を担っている。
　本事業は、昭和62年から事業を開始し、7ｍの道路を16mに拡幅する事業を行っているが、
一部区間では道路幅員が狭く、歩道のない区間やバスのすれ違いが困難な区間もあり、また、
事業期間が長期にわたっていることから地域住民からは早期の完成を強く求められている。

◇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

671-2782

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 道路改良事業

◇対応の内容

本案件を踏まえ、対象事業の予算の状況や各区の事業の実施状況等に応じて、配付額を決定い
たします。

対応する場合

道路局 維持課

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

所管局課・担当者 道路局維持課　本橋係長



（様式３－２）

担当者名 石島 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 長嶋 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

旭区 土木事務所

953-8801

道路局

対応する場合

所管局課・担当者 道路局河川事業課　長嶋係長

H22～26年度上川井地区タウンミーティングにて河川改修と併せた道路整備を要望されてい
る。

◇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。

　Ｈ23から河川事業課の河川改修と土木の道路整備を併せて実施する方向で検討してきた。概
略設計を実施し、25年度に地元説明を行い、その結果、通過交通の増加も考慮し、線形につい
て、26年度に地元と説明を行った。

◇課題解決のための方策

　河川改修事業と併せて国道16号の現道と旧道との間にある学校橋の架け替えを行う予定であ
るため、これに合わせた橋梁及び道路の整備を早期に行う。河川事業用地を利用するため、用
地取得を行うことなく道路整備することができる。

提案内容
・

概算額等
　学校橋架替え（河川改修事業）の早期完成を要望する。

提案種別 項　　　　　　　目

19 帷子川河川改修事業（上川井地区）による学校橋架け替えの早期完成

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　上川井地区には、水道みち･国道16号･旧道の３本の道路が東西方向にあるが、この３本を結
ぶ南北方向の道路が脆弱であるため、地域が分断されている。また、大雨時には学校橋が冠水
することから災害時の避難場所である上川井小学校への避難にも支障をきたしており、地域住
民からは早期整備を求められている。河川改修事業に合わせて３本の東西方向の道路を結ぶ方
向道路(橋)の早期完成が必要である。

◇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

671-2869

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 都市基盤河川改修事業

◇対応の内容

執行段階において予算の範囲内で事業の優先順位等を考慮し、実施する予定です。

道路局 河川事業課

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 石井 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 中村・屋冨祖 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 市民局　地域施設課

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

671-2086

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 区庁舎設備等改修事業

旭土木事務所洗面所（トイレ）の床面ドライ化を中心とした全面改修工事20

提案内容
・

概算額等

市民局 地域施設課

対応する 既存の事業で対応する

洗面所の床面のドライ化を中心に便器や排水管の改修を含めた全面改修に要する費用
　　　  円（工事費　　　円 、設計・工事監理費等　　　　円）

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

旭区 土木事務所

953-8801

市民局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・昭和48年に庁舎が竣工されており、全体的に経年劣化が激しく、衛生的な観点から市民の皆様が快適
に利用することが非常に困難な状況にあり、来訪者からの苦情も相次いでいる。
・配管についても劣化が激しく、日常的に悪臭が発生するだけでなく、詰まりも頻繁に起きており、建
築局の技術相談票に基づく現場調査においても、同様の現象と合わせて配管全般、出入口、床、洗面台
などの老朽化などの状況について確認されている。
・このような洗面所の衛生環境を改善するため、床面のドライ化を中心とした全面改修と配管の改修が
急務な状況にある。

◇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

・来訪者から臭気についての苦情や不衛生な状況についてご意見を頂くことがある。
・大便器、小便器ともに詰りが頻発する状況もあり、「詰まり注意」の張り紙も行っている状況であ
る。

◇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。

配管の水漏れや換気扇修理等の小修繕はその都度応急的な対応を行うものの、根本的な解決には至って
いない。

◇課題解決のための方策

来訪者や職員（利用者）の快適な衛生環境の改善に向けて、洗面所の床面のドライ化を中心に便器や排
水管の改修などを含めた全面改修工事を早急に実施し、旭土木事務所来訪者の市民満足度及び職員満足
度の向上を図る必要がある。

◇対応の内容

設計費を計上します。

0



（様式３－２）

担当者名 川越 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 池上 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 環境創造局公園緑地維持課

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

671-3809

対応の有無

参考：区執行体制上の課題

局事業名 公園整備事業

今宿東公園改良整備事業21

提案内容
・

概算額等

環境創造局 公園緑地維持課

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

旭区 土木事務所

953-8801

環境創造局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・今宿東公園（近隣公園、約30,500m2）は、元々ふるさと尾根道緑道に隣接し、尾根筋の地形を持つ、
鶴ヶ峰駅近辺に残された良好な緑地帯であり、平成12年に公園としてオープンしたものである。
・公園の面積が広く、公園愛護会も３団体にまたがっている。
・樹林地が中心の公園だが、現状は防犯面や園路の老朽化などの多くの課題を抱えている。

◇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

・改良により、防犯面、園路、遊水池の対策が望まれている。

◇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年旭区運営方針に位置付けられている
・維持委託による管理
・3愛護会会長との連絡会立上げ、協議

◇課題解決のための方策

・防犯面：密集した樹木を間伐することにより、見通しを良くする。
・園　路：老朽化した園路の再整備を行い、健康遊具や標識を設置し「健康みちづくり」を行う。
・遊水池：周辺環境を生かした整備を行い、生物多様性に配慮した環境づくりを行う。
・その他：防災施設などの防災減災対策、公園マップの作成など

・改修計画に基づく予算確保

◇対応の内容

施設整備費（22,000千円）は局が負担します。


	【旭区】項目・対応状況一覧
	01旭区庁舎の執務環境、市民応対窓口及び待合空間の改善
	02鶴ヶ峰駅付近の連続立体交差事業を契機とした北口周辺まちづくりの推進
	03旭区内のコミュニティハウスの整備促進について
	04帷子川旧河川敷のプロムナード整備について
	05横浜環状鉄道の早期延伸
	06都市計画道路の整備促進
	07連続宅地開発に対応するための制度改善
	08中央道路の延伸と里山ガーデンの本格活用、国際園芸博覧会開催に向けた機運醸成
	09左近山団地の再生における大学と連携したSDGs未来都市推進事業
	10市営住宅における住戸改善
	11若葉台地区センターにおける体育室の冷暖房装置の設置について
	12公園における買物困難者（高齢者等）の生活支援を目的とした移動販売の行為許可
	13児童家庭支援センターの養育支援家庭の利用促進に向けた取組
	14よこはま西部ユースプラザの移転
	15生活困窮者自立支援事業における任意事業の交通費の支給等、参加促進の仕組みづくりについて
	16落ち葉に対応した車道清掃予算の確保
	17狭あい道路拡幅整備事業の推進
	18白根通り拡幅事業の早期完成
	19帷子川河川改修事業（上川井地区）による学校橋架け替えの早期完成
	20旭土木事務所洗面所（トイレ）の床面ドライ化を中心とした全面改修工事
	21今宿東公園改良整備事業




