
金沢 1
（仮称）小柴貯油施設跡地公園の早期整備に
ついて

　17年に返還された施設跡地における（仮称）小柴貯油施設
跡地公園の早期整備

環境創造局 ○

金沢 2
横浜逗子線の整備促進（六浦駅西口周辺地区
の道路状況の改善）

１　都市計画道路横浜逗子線の着実な事業推進と未着手区
間の早期事業化
２　六浦駅西口前の改良工事による駅前の安全性の確保

道路局 ○

金沢 3 泥亀釜利谷線の整備促進
　泥亀釜利谷線周辺地域の交通対策を含む早期の交通計
画の立案と道路整備

道路局 ○

金沢 4
金沢八景駅周辺における市有地等の状況を踏
まえたまちづくりの検討

　金沢区心部におけるまちづくりの検討を踏まえ、市有地の
活用等に関する地域の課題やニーズを把握し、金沢八景駅
周辺のまちづくりについて検討

都市整備局 ○

金沢 5 観光プロモーションに係る機能強化について

１　横浜金沢観光協会を中心に、観光関係団体からなる横
浜金沢観光プロモーション推進本部（仮称）を設置
２　事業の実践や人材育成の拠点となるプロモーションセン
ターの設置・運営
３　金沢まつり花火大会などについて、市くまなく魅力アップ
発信事業（仮称）を創設することによる、局事業化

文化観光局 -

金沢 6 放置自転車対策事業

１　自転車等啓発活動員を禁止区域に配置して、駐輪場へ
の利用促進等啓発の実施
２　放置自転車を減らすために移動作業を年間を通して５駅
で実施

道路局 ○

区　名 所管局名
対応
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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 小屋畑、結城 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 荒畑 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　荒畑係長

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

671-4611

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 公園整備事業

（仮称）小柴貯油施設跡地公園の早期整備について1

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

公園整備事業全体スケジュールが遅延なく進み、一部開園するための整備工事を平成32年度中に完了
できるよう、必要な予算措置を要望します。

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

金沢区 区政推進課

788-7726

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

　平成17年12月に米国から日本国に返還され、平成25年２月に国有財産の無償貸付方針が決定しまし
た。
　平成26年７月に基本計画が確定し、平成27年度は基本設計、環境影響評価手続き、測量、調査、現
地見学会等が行われました。平成29年度は環境影響評価および都市計画手続きを終え、公園整備に着
手しました。区局が連携しながら、地域への丁寧な説明をしていきます。平成30年度は、土壌汚染対
策、海食崖の安全対策等の工事を進めました。
  また、当該公園は金沢区を代表する都市公園となるため、より地域に親しまれる公園となるよう、
平成30年度は金沢区制70周年記念事業「健康ウォーキング」と連携し、敷地内をルートに追加しまし
た。
　所在地：金沢区柴町、長浜、長浜二丁目、並木三丁目
　土地面積：約55.8ha
◇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

・早期の公園整備
・自然環境・緑の保全 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。

米軍施設及び跡地活用に関する適切な情報提供、地域ニーズのとりまとめ

◇課題解決のための方策

・対策協議会、民間土地所有者への計画的な説明
・地元の意見･要望や民間土地所有者の意向等を公園整備計画へ反映
・公園整備を早期具体化するための計画推進

◇対応の内容

地元や対策協議会等への計画的な説明会を行いながら、区役所との調整を密にして、基盤整備工事等
を実施していきます。
平成32年度の第一期区域の部分公開に向け、整備工事実施の予算確保に向けて調整していきます。



（様式３－２）

担当者名 今野 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)
青木、中島(建設課) TEL

◇対応の内容

事業費について、非常に厳しい状況ですが、買い取り要望に応えられるよう調整していきます。（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、横浜逗子線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、新規路線の事業着手が困難な状況で
す。なお、今年度から六浦地区を用地の先行取得を行うよう先行取得路線に位置付けました。（企画
課）

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

金沢区 区政推進課

788-7729

道路局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・六浦駅西口前の道路は狭く、タクシー乗り場やバス停、歩道も無い状況です。
・都市計画道路横浜逗子線は、金沢区内陸部の幹線道路として重要な役割を果たし、環状4号線及び国
道16号の渋滞緩和のためにも早期整備が望まれています。六浦四丁目（侍従橋付近）までの区間につい
ては事業に着手していますが、財政状況の影響で事業進捗が図られていません。また、それ以南の地区
については、事業化の見通しが立っていません。
・「池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）」における米軍家族住宅の建設に伴う工事車両及び建
設後の米軍住宅居住者の生活車両等の増加に対する交通対策が必要です。

◇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

・現在、環状4号線（原宿～六浦線）の西六浦交差点から京浜急行六浦駅に至る道路は歩車道のガード
レールもなく、歩行者の通行が大変危険であるため、駅周辺の道路整備を進めて欲しい。
・侍従橋から南側の区間についても早期に事業化してほしい。
・米軍家族住宅の建設については、緑の保全と交通問題の解消等について対策を講じて欲しい。
◇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。

地域からの要望を受け、関係課に働きかける等調整を行ってきました。
【都市計画マスタープラン・金沢区プラン】
南北方向の幹線道路として、横浜逗子線の整備を進めます。

◇課題解決のための方策

工事可能箇所の部分供用を行うなど、事業中区間について着実な事業推進。
あわせて、未着手区間の早期事業化、及び六浦駅西口前の改良工事による駅前の安全性の確保。
1　環状4号線、国道16号の渋滞緩和効果があります。
2　横浜逗子線の整備により、歩道確保、歩車分離が図られ、安全確保につながります。
3　「池子住宅地地区及び海軍補助施設（横浜市域）」における、米軍家族住宅の建設に伴う周辺地域
への影響を縮減できます。

671-2777(企画)
671-2739(建設)

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 都市計画道路等の整備

横浜逗子線の整備促進（六浦駅西口周辺地区の道路状況の改善）2

提案内容
・

概算額等

道路局
企画課
建設課

対応する 既存の事業で対応する

1　横浜逗子線の事業認可区間の整備費（未取得用地費）　　120,000千円
2　横浜逗子線の事業認可区間拡充に向けた調査検討費　 　　10,000千円

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 道路局企画課　故島係長、建設課　青木係長



（様式３－２）

担当者名 今野 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 6年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 青木・伊藤 TEL

・ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ対策協議会や文庫小PTAでも要望を出してきたが、この地域は特に道路課題が大きい。
・称名寺赤門前は、擦れ違い困難な道路であり、トラブルが多い。信号機が設置できないか警察にも要
望したができなかった。具体的な対策が必要。
・都市計画道路予定地に住宅が新築され始めている。事業を実施する時期を明確にして欲しい。
・泥亀釜利谷線だけでなく、称名寺赤門前の狭あい道路も含めて、周辺地域全体の交通計画を考えて欲
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。

・地域からの要望を受け、地域と関係機関による交通対策連絡会を実施した（平成24年度）。
・「都市計画マスタープラン・金沢区プラン」で地区幹線道路については、「東西方向の整備によっ
て、幹線道路を結ぶネットワークを確立するとともに、京浜急行各駅へのアクセスを向上させます」と
している。
・本地区で平成22年度に防災まちづくり計画を作成し、地元、区、都整局が連携し、取組みを推進。本
路線は平成26年度に地震火災対策方針において、重点路線に位置付けられた。

◇課題解決のための方策

着実な事業実施に向け、周辺地域の交通対策を含む早期の交通計画の立案と道路整備。
1　金沢文庫・称名寺等、観光拠点周辺の交通問題の解決が図られます。
2　発災時における延焼被害対策効果（延焼遮断効果）や緊急避難道路の確保が期待できます。
3　東西方向の幹線ルートを確立し、称名寺～柴町間や住宅地内の通過交通減少が期待できます。

泥亀釜利谷線の整備費（用地取得費、測量費、設計費）

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

金沢区 区政推進課

788-7729

道路局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・称名寺～柴町間の道路幅員が狭く、歩行が危険。なお、金沢文庫は日本遺産登録を受けるなど、観光
拠点でもあり、観光交通等も考慮した交通対策が必要。
・狭あい道路が多く、街路構成が複雑な密集市街地であり、緊急避難等の課題が大きい。また、当該地
区は地震被害想定による対策地域に指定され、延焼被害への影響が懸念されている。
・東西方向の明確な幹線ルートがなく、密集市街地内の狭あい道路が内陸部（釜利谷）側から臨海部へ
の通勤動線の抜け道として利用されており、交通集中による渋滞だけでなく、交通安全性への影響も懸
念されている。

◇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

671-2739

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 都市計画道路等の整備、災害に強いまちづくり（地震火災対策）

泥亀釜利谷線の整備促進3

提案内容
・

概算額等

◇対応の内容

平成30年度に事業認可を取得し、平成34年度に延焼遮断帯の効果が得られるよう、設計費、測量費及び
用地取得費等を予算計上します。

道路局 建設課

対応する 既存の事業で対応する

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 道路局建設課　青木係長、伊藤係長



（様式３－２）

担当者名 坂井 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 秋本 TEL

対応する場合

所管局課・担当者
都市整備局金沢八景駅東口開発事務所
宇野澤、池田、塩山
市街地整備調整課　中村、川畑

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

782-7321

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 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業

金沢八景駅周辺における市有地等の状況を踏まえたまちづくりの検討4

提案内容
・

概算額等

都市整備局 金沢八景駅東口開発事務所

対応する 既存の事業で対応する

都市整備局　調査検討費            千円

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

金沢区 区政推進課

788-7729

都市整備局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・金沢八景駅東口地区土地区画整理事業は、平成30年度で基盤整備を完了しますが、金沢八景駅周辺で
は、引き続き、民間による開発等が予定されています。
・土地区画整理事業区域内の２街区市有地については、現在工事ヤード等として活用されていますが、
今後の活用方法を検討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

・地域からは、市有地について魅力的なまちづくりに資するような活用となるよう求められています。
・金沢区に不足する文化施設の機能整備等について要望があります。

◇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30年3月に改定した「横浜市都市計画マスタープラン金沢区プラン『金沢区まちづくり方針』」で
は、金沢八景駅周辺を金沢区心部における主要エリアとして位置づけ、活力と魅力あるまちづくりを進
める、としており、29年度から区心部のまちづくりの進め方について検討を始めました。

◇課題解決のための方策

・金沢区心部におけるまちづくりの検討を踏まえながら、市有地の活用等に関する地域の課題やニーズ
を把握し、金沢八景駅周辺のまちづくりについて関係区局が連携して検討します。

◇対応の内容

市有地をはじめ、地域や事業者との連携を踏まえたまちづくりの検討費を、区配予算として配付



（様式３－２）

担当者名 博多 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 星崎 TEL

　区づくり推進費自主企画事業費に負担をかけない形で、金沢の観光団体の中心である横浜金沢観光協会や、市
を代表するイベントとなっている金沢まつり花火大会への補助する仕組みが必要。

◇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。

　区づくり推進費自主企画事業費から、横浜金沢観光協会への補助（7.8百万円）や、金沢まつり実行委員会へ
の補助（7.8百万円）を行っており、新規事業等がある場合などは必要に応じて予算化して対応している。

◇課題解決のための方策

　横浜金沢観光協会を中心に、区内観光施設、鉄道事業者、大学、企業、商店街、観光関係団体からなる横浜金
沢観光プロモーション推進本部（仮称）を設置し、そこで検討した事業の実践や人材育成の拠点としてプロモー
ションセンターを設置・運営する。

金沢まつり花火大会など、区づくり推進費自主企画事業費で実施しているにも関わらず、他区や市外からの集
客も見込める市を代表するようなイベントについては、市くまなく魅力アップ発信事業（仮称）を創設し、局予
算（区配）による区実施の事業とする。

【横浜金沢プロモーション推進本部】運営費等：9,000千円
【プロモーションセンター】整備費等：15,000千円
【市くまなく魅力アップ発信事業】補助金：5,000千円

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

金沢区 地域振興課

788-7801

文化観光局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　豊富な観光資源がある一方で、観光客は個別の施設を訪問するにとどまっているため、特に臨海部の観光資源
の発掘・連携が課題となっており、また、観光振興の担い手が育っているが、観光関係団体同士の連携や、鉄道
事業者や、大学、金沢臨海部産業地域「LINKAI横浜金沢」の企業との連携強化も必要である。
　観光拠点「さわさわ」が、金沢八景区画整理事業の進捗に伴う仮設店舗の撤去に伴い平成30年７月に閉鎖とな
る。
　更に、区づくり推進費自主企画事業費に占める観光事業への割合が高いことや、区民まつりである金沢まつり
を区民の誇りとして継続したい反面、協賛依頼の負担感もあることが課題となっている。

◇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

671-2589

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 横浜おもてなし事業

観光プロモーションに係る機能強化について5

提案内容
・

概算額等

◇対応の内容

文化観光局 観光振興課

対応しない 予算化見送り

対応しない場合

新中期４か年計画の目標達成に向け、消費額が高い宿泊者数の増加を図る必要があり、都心臨海部や
郊外区、隣接市の観光資源を一体的にプロモーションしていく必要がある。
横浜観光コンベンション・ビューロー（ＹＣＶＢ）は、600社以上の賛助会員を持ち、専門性の高い職
員を擁しており、ＹＣＶＢの機能強化を図ることで、金沢区も含めた広域連携策を推進していく。ま
た、区民まつりは、観光を目的としたものではなく、地域振興を基本に各区の独自性が発揮されるこ
とに価値があり、区づくり推進費で担うべきものと考える。

◇対応する場合の課題

・設置する横浜金沢観光プロモーション推進本部やプロモーションセンターが、金沢区に隣接する鎌
倉市、逗子市、横須賀市などとの確実かつ強力な連携の担い手となることが必要である。
・金沢区に特化した観光プロモーション機能強化のための予算を確保する必要がある。

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 文化観光局観光振興課　星崎係長



（様式３－２）

担当者名 横倉 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 寺田 TEL

・金沢区内京急5駅周辺の放置自転車等の即日撤去及び根絶して欲しい。
・新たな駐輪場を整備して欲しい。
・土・日・祝日も移動業務を実施して欲しい。

◇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。

　区づくり予算で、
１　放置禁止地区内に休日を含め自転車等啓発活動員を配置し、禁止札の貼付や放置防止の呼びかけ等
の啓発を行い放置自転車等の防止、削減に努めています。
２　各駅自転車等放置防止推進協議会と連携し禁止区域内のパトロールにて禁止札の貼付等（各駅年３
回）を行っています。

◇課題解決のための方策

放置自転車等の削減に向けて、
１　自転車等啓発活動員を禁止区域に配置して、駐輪場への利用促進や禁止札の貼付行います。
２　放置自転車を減らすために移動作業を年間を通して５駅で実施します。
３　協議会で各駅の状況を共有し削減に向けた議論が諮られている。
４　所管局課に新たな駐輪場の整備を要望する。

道路局：報酬3,100千円、社会保険料410千円、委託料          千円

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

金沢区 地域振興課

788-7808

道路局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・継続した放置自転車対策活動と放置されない環境づくりが求められています。
・各駅の自転車放置防止協議会と連携した、地域のニーズに合った啓発活動及び移動業務が求められて
いることから、道路局だけでなく、区独自の啓発・移動業務を行う必要があります。
・金沢八景駅周辺の再開発による禁止区域の変更を行う必要があります。
・区民の意見を反映し、啓発・撤去業務の対象を平成30年度から京急2駅から京急5駅に増やしたこと
で、前年度に比べて、放置自転車台数の減少等について検証する必要があります。
【基礎データ】
放置台数：Ｈ25　158台、Ｈ26　278台、Ｈ27　290台、Ｈ28　187台、Ｈ29　123台
移動台数：Ｈ25　2258台、Ｈ26　3295台、Ｈ27　2442台、Ｈ28　2250台、Ｈ29　1710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（京急５駅放置自転車等放置自転車等推進協議会

◇区民からの具体的な要望

671-3644

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 放置自転車対策事業

放置自転車対策事業6

提案内容
・

概算額等

◇対応の内容

委託料（         千円）を予算計上し、配付予定です。

道路局 交通安全・自転車政策課

対応する 既存の事業で対応する

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 道路局交通安全・自転車政策課　寺田
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