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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

港北 1
新横浜都心の環境整備と魅力発信について
～ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック開催に向けて～

環境創造局 ○

港北 1
新横浜都心の環境整備と魅力発信について
～ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック開催に向けて～

道路局 ○

港北 2
綱島地区における樽町地域ケアプラザの分室
機能の確保について

１　綱島地区に地域ケアプラザの分室機能を確保
２　現整備計画が完了した後の整備方針についての検討

健康福祉局 ○

港北 3 綱島地区への図書館機能導入について
　綱島駅東口駅前地区市街地再開発事業内で、地域特有の
課題解決に合わせた施設と連携した図書取次サービスな
ど、図書館機能の検討・整備

教育委員会事務
局

-

港北 4
放置自転車監視員配置の拡充及び休日の移
動作業の継続について

１　休日を含め放置自転車の多い駅についての効果的な監
視員配置、及び継続的な監視の実施
２　放置自転車の多い土日を中心とした移動作業の継続実
施

道路局 ○

港北 5
鶴見川周辺（新羽地区・大倉山地区）のまちづく
り
（橋梁の整備・太尾堤緑道の延伸)

道路局 ○

港北 5
鶴見川周辺（新羽地区・大倉山地区）のまちづく
り
（橋梁の整備・太尾堤緑道の延伸)

環境創造局 -

港北 6 日吉駅（西口）周辺のまちづくりの推進 　検討体制の構築と今後のまちづくりに向けた課題の抽出 都市整備局 ○

港北 7 港北公会堂機能改善工事
　特定天井改修工事による休館期間に、ホール座席の更
新、トイレの洋式化、移動経路のバリアフリー化、搬入・移動
経路の改善工事の実施

市民局 -

港北 8 福祉保健の総合相談窓口の環境改善について
　福祉総合相談窓口の各カウンターにおいて、２名ずつ来庁
者が座れるようにカウンターの幅を拡大

市民局 ○

港北 9
港北区総合庁舎水回り及び港北土木事務所女
性用休憩室の改善

１　来庁者と職員が共有している総合庁舎洗面スペースの
改善
２　土木事務所女性用休憩室の改善

市民局 ○

１　新横浜駅周辺の花と緑による賑わいづくり
２　新横浜駅前公園の維持管理
３　駅から日産スタジアムまでの道路舗装材の更新と道路植
栽の補植・剪定、道路清掃等

１　鶴見川を跨ぐ橋梁新設に向けた予備設計の実施
２　太尾堤緑道の延伸整備・測量の実施



（様式３－２）

担当者名 入江 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 高橋 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

町内会等地域の団体から、緑化等によるおもてなしを行いたいとの要望を受けています。

◇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。

◇課題解決のための方策

■新横浜駅周辺
　植栽枡内の花や緑による華やかさの演出、ハンギングバスケットの設置、コンテナ花壇の設置等
を、地域の方の協力を得ながら取り組み、花と緑によるまちの賑わいを創出します。また、緑化にあ
たっては、レインガーデンなどガーデンシティ横浜にふさわしい技術も取り入れます。
　また、イベント期間中は来街者も大変多いため、特に新横浜駅から日産スタジアムの動線上に位置
する新横浜駅前公園については、頻度を上げた植栽管理をおこない、美化の維持・推進および防犯を
図るとともにトイレの特別洗浄をおこない快適な公園利用を推進します。

■小机駅周辺
　畑のある景観や点在する空地を生かしてマルシェを実施することで賑わいを創出します。マルシェ
の実施にあたっては、飲食等も楽しめるしつらえとし、来街者にとって来街者のおもてなしや横浜の
PRにつなげます。なお、メリットシステムを財源とし、区づくり推進事業として実施します。

■両駅と日産スタジアム間
　道路を歩行者にとって歩きやすく、日産スタジアムへの期待感を醸成するような舗装材に更新しま
す。また、道路植栽の補植や良好な維持管理、頻度を上げた道路施設（デッキや歩車道）の清掃を行
い、美化の維持・推進を図ります。

（１）新横浜駅周辺の花と緑による賑わいづくり：　　　　千円
（２）新横浜駅前公園の維持管理：　　　　千円
（３）駅から日産スタジアムまでの道路舗装材の更新と道路植栽の補植・剪定、道路清掃等：
　　　         千円

　日産スタジアムではラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピックの競技が行われ、イベ
ント開催期間中には最寄り駅である新横浜駅及び小机駅周辺は多くのお客様を迎え入れる場所となり
ます。世界や日本全国から、陸路で初めて横浜に来た方にとって、「陸の玄関口」である新横浜は、
横浜の顔にもなり得る場所です。
　しかし、新横浜駅周辺は都心部として多くの業務ビルが立地するオフィス街のため、おもてなしの
街としては、無機質な印象を与えます。また、車両の出入りや人の横断も多く、ビルに囲まれ日が差
しにくい場所であるため、通常の植栽の管理では、初めて横浜を訪れる方にとって魅力を与えるもの
にはなっていません。また、小机駅周辺は市街化調整区域であることなどからイベントの前後で滞留
できるところがありません。

◇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

671-2891

新横浜都心の環境整備と魅力発信について
～ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けて～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

港北区 区政推進課

540-2229

環境創造局、道路局

参考：区執行体制上の課題

局事業名

◇対応の内容

ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、「花と緑
あふれる環境先進都市」として来訪者に広くPRできるよう局全体で取組を進めます。土木事務所と連
携しながら、街路樹の補植や街路樹枡の花壇整備による花と緑による賑わいの演出を進めるととも
に、グリーンインフラの活用に向けたレインガーデンの整備や下水再生水の活用を進めます。また、
期間中の暑さ対策などに取り組みます。なお、これらの取組については、ラグビーワールドカップ
2019™の開催に向け、一部先行して今年度から取り組みます。
新横浜駅前公園における植栽管理の質向上やトイレの環境整備等については、公園維持管理事業費を
区に配布します。

環境創造局 政策課

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

（１）環境創造局みどりアップ推進課　井上係
長、政策課　佐藤係長
（２）環境創造局公園緑地維持課　遠藤係長
（３）道路局事業調整課　坂入係長、維持課
本橋係長

関連区局等との調整状況

◇課題に対する局の考え方



担当者名
飯沼(施設)
本橋(維持)

TEL

・東京2020オリンピック・パラリンピックに関連した取組として、バリアフリー化の予算の一部
(　　　　千円)を別枠で確保しました。【施設課】
・日本中央競馬会環境整備事業交付金の対象エリアについては、昨年度に引き続き、最大限活用し対
応して下さい。【維持課】

◇対応する場合の課題

対応の有無

対応しない場合

関連区局等との調整状況

対応する場合

道路局
施設課
維持課

671-2731(施設)
671-2782(維持)

対応する 予算対応する

◇対応の内容

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 秋山 TEL

所管
局名

共通区

継続年数
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、古川 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

地域住民からは、綱島地区における福祉保健の相談窓口・活動拠点の整備要望が提出されていま
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。

　樽町地域ケアプラザの運営法人が、法人負担で綱島駅近くに常設の窓口「スペース・つなしま」
を設置し、専門職（看護師・主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ・社会福祉士）３名が出張して、相談・支援にあたって
います。
　相談件数は、月約200件受けており、樽町地域ケアプラザ全体の約45％にあたります。

◇課題解決のための方策

　とりわけ過大規模エリアとなっている綱島地区に地域ケアプラザの分室機能を確保し、地域包括
ケアシステムの構築さらには地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。
 ◇地域ケアプラザ　分室機能◇
　ア　拠点の設置
　イ　地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーターを新たに１名配置
　
　あわせて、市内の過大人口やエリアの広さ、立地の偏り等の各区の状況を考慮しながら、現整備
計画が完了した後の147館目以降の整備方針について、検討を提案します。

綱島地区に地域ケアプラザの分室機能を確保します。
また、市内の過大人口やエリアの広さ、立地の偏り等の各区の状況を考慮しながら、現整備計
画が完了した後の147館目以降の整備方針について、検討を提案します。
　概算額：■■■■円　拠点運営費　■■■■円×12か月＝■■■■円
　　　　　　　　　　 地域活動交流Co及び生活支援Coの加配  ■■■■円×２名＝■■■■円

樽町地域ケアプラザは、圏域人口約82,000人、うち高齢者人口は約14,000人と市内138地域ケアプラ
ザの中で高齢者人口第１位となっています。特に鶴見川以北の圏域内の綱島地区は、この地区だけ
でケアプラザ平均１館分以上の人口規模（約43,000人）を有し、今後の人口増加も見込まれていま
す。綱島地区と樽町地域ケアプラザとは鶴見川をはさんでアクセスに難があるなど、地理的な条件
にも課題があります。
　2025年まで７年を切り、港北区の地域包括ケアシステムを着実に推進するには、綱島地区に地域
ケアプラザの分室機能を早急に確保し、介護予防に取り組める場の創出や多様な生活支援体制の整
備等に取り組む必要があります。
　あわせて、市全体では、未整備地区も含め、現整備計画達成の見込みが立ちつつあり、地域共生
社会を見据えた新たな整備方針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

671-
4047,3613,346

綱島地区における樽町地域ケアプラザの分室機能の確保について2

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

港北区 福祉保健課

540-2360

健康福祉局

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

◇対応の内容

樽町地域ケアプラザは、圏域内の高齢者人口が市内で第１位となっています。特に圏域内の綱島地
区は、人口約43,000人、高齢者人口約6,800人を抱え、今後の人口増加も見込まれています。この過
大規模エリアとなっている綱島地区において、地域ケアプラザの分室を設置するとともに、職員を
配置して運営する取組を試行実施し、実施結果検証等を踏まえ今後の対応方針の策定を進めていき
ます。

健康福祉局
地域支援課

地域包括ケア推進課

対応する 予算対応する

対応する場合

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 田村 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 熊谷 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

港北区 区政推進課

540-2230

教育委員会事務局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　港北区は、20政令市の175行政区の中で最大の人口約35万人で、本市の人口が2019年をピークに減
少する中、2037年まで人口増が見込まれています。
　港北図書館は菊名駅から徒歩圏内にありますが、区の南側のため綱島地区など区の北側からアク
セスし辛く、利便性向上を求める声が上がっています。また、市境であることからも、他区の横浜
市立図書館での代替も難しい状況です。
　こうした中、綱島地区では、相鉄・東急直通線の新綱島駅（仮称）整備を契機として街づくりが
進められ、新綱島駅前地区及び綱島駅東口駅前地区にて再開発事業が計画されていることから、こ
のエリアに図書館機能の導入を求める気運が高まっています。
　東急東横線の綱島駅は１日平均乗降客数が約10万人あります。また、駅前のバスターミナルでは
高田・新吉田・新羽・下田など区内北部各地区へ向かうバスが運行されており、交通拠点となって
います。今後、相鉄・東急直通線が開通すれば、当該地区の利便性がさらに高まることが予想され
ています。
　今後さらに人口増も見込まれるこのエリアにおいて、約410万冊という全国で最多の市の蔵書にア
クセスできる図書館機能を導入することにより、35年度に開設予定の区民文化センターとの相乗効
果で文化的価値・魅力向上につながり、まちづくりの観点からも当該エリアの活性化に大きく寄与
するものと考えられます。
◇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（附属機関からの答申）

◇区民からの具体的な要望
　区民から綱島駅東口駅前地区再開発事業内への図書館機能の整備を望む声が寄せられています。
また、地域代表などから構成される附属機関「横浜市港北区における区民文化センター基本構想検
討委員会」から提出された答申に「図書館との連携や貸出の取次等も検討します。」と記載されて
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。

広聴の状況や区民文化センターの答申などを踏まえ、所管局に適切な対応を要請しています。

◇課題解決のための方策

　綱島駅東口駅前地区市街地再開発事業内で、地域特有の課題解決に合わせた施設と連携した図書
取次サービスなど、図書館機能の検討・整備

262-7334

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 地域図書館・図書取次業務委託事業

綱島地区への図書館機能導入について3

提案内容
・

概算額等

教育委員会事務局 中央図書館企画運営課

対応しない 予算化見送り

綱島エリアへの図書館機能導入に向けた検討

対応しない場合

地域のニーズやまちづくりの観点も踏まえ、港北区が主導で進めるもとで、図書館機能導入の可能
性について検討します。

◇対応する場合の課題

導入に係る財源の見通しが必要となります。

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 教育委員会事務局中央図書館企画運営課　熊谷係長・真栄田



（様式３－２）

担当者名 山崎・勝浦 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 寺田 TEL

◇対応の内容

委託料（      千円）を予算計上し、配付予定です。

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

港北区 地域振興課

540-2234

道路局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

港北区内の放置自転車については、移動作業の強化、監視員配置の効率化により、全体的には減少傾向にありま
すが、日吉駅や綱島駅・新横浜駅周辺については、休日も含め依然として放置台数が多い状況です。
このため、区配付予算だけでは効果的な監視業務を行うことができないため、毎年区づくり推進費で補完し執行
している状況です。
また、局が試行的に行っている休日の移動作業については、平日に比べて多くの放置自転車を撤去することがで
きており、その効果が見られます。
【平均撤去台数（道路局実施）】　　　　　　　　　【参考】監視業務に係る区配金額と区づくり推進費の金額
29年度（平日）　日吉：19　綱島：20　新横浜：13　　30年度 区　　配：14,775千円
30年度（平日）　日吉：22　綱島：23　新横浜：14　　　　　 区づくり： 3,600千円
30年度（土日）　日吉：30　綱島：36　新横浜：30           合    計：18,375千円
※30年度は４～６月

◇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

・放置自転車の撤去を行ってほしい。

◇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。

(1) 区づくり推進費による監視委託
(2) 休日の放置自転車撤去作業の実施

◇課題解決のための方策

(1) 休日を含め放置自転車の多い駅についての重点的な監視など、効率的、効果的な監視員配置、
及び継続的な監視の実施
(2) 放置自転車の多い土日を中心とした移動作業の継続実施

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

放置自転車監視員配置の拡充及び休日の移動作業の継続について4

提案内容
・

概算額等

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

(1) 監視員配置に係る費用（      千円）
(2) 現在試行的に行っている道路局による日吉駅、綱島駅、新横浜駅周辺の土日の移動作業の恒久
的な実施

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　総務部　交通安全・自転車政策課　寺田



（様式３－２）

担当者名 入江/朝日 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 小室 TEL

担当者名 坂入、井上 TEL

◇課題に対する局の考え方

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

道路局 事業推進課

671-3533

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

671-4127

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

◇対応の内容

環境創造局 緑地保全推進課

対応しない 予算化見送り

対応する場合

所管局課・担当者
①道路局事業推進課　坂入係長
②環境創造局緑地保全推進課　小室係長

鶴見川周辺（新羽地区・大倉山地区）のまちづくり
（橋梁の整備・太尾堤緑道の延伸)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

港北区 区政推進課/土木事務所

540-2229/531-7363

道路局、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

提案内容
・

概算額等

鶴見川周辺の地域間のアクセス向上、回遊性の確保による地域交流の活性化について要望が出ていま
す。
（平成28年3月9日　新羽町連合町内会及び大倉山地区連合町内会より要望書の提出　）

◇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。

・地域ニーズとして橋梁の整備を継続的に局へ要望。
・23年度に人道橋の予備設計実施
・「横浜市健康みちづくり実施計画」における身近な健康みちづくりルートとして位置付け
◇課題解決のための方策

①橋梁の新設
②太尾堤緑道の延伸整備

①鶴見川を跨ぐ橋梁新設に向けた予備設計の実施 　　　　千円
②太尾堤緑道の延伸整備・測量経費

・港北区を東西に流れる鶴見川は、区民の憩いや健康づくりの場として親しまれており、「港北区区
プラン」の「水と緑の方針」においても、この親水性を高め、周辺に位置する公園等のレクリエー
ション施設とを結ぶネットワークの形成を図ることによる、水辺空間を生かした魅力あるまちづくり
の推進が位置付けられています。
・鶴見川で東西に隔てられた新羽地区・大倉山地区においては、新羽橋から新横浜大橋まで約2.2km
の間に橋が無く、回遊性や交通利便性の向上が課題となっています。特に、大倉山地区西部エリアで
は、大倉山駅や新羽駅へのアクセスが悪く、橋の整備による北新横浜駅へのアクセス向上が課題で
す。
・H27年度の道路局による鶴見川中下流域における橋梁間隔調査の結果、新羽橋から新横浜大橋の
2.2kmについて、歩行者と自動車の交通を確保する必要性の高い空間として新設橋梁を検討する区間
に位置付けられました。
・横浜環状北線の開通後の交通状況や地域ニーズを踏まえて具体的な橋梁の位置・形状を検討してい
く必要があります。
・H28.8に国・県から発表された最大規模降雨による洪水浸水想定区域によると、鶴見川左岸の地域
である北新横浜駅周辺は氾濫時に家屋倒壊の恐れがある区域とされており、防災の視点からも右岸へ
の渡河するための橋梁が必要です。
・健康づくりの1つとして、より区民に親しめるウォーキングルートを形成していくため、橋梁の整
備や太尾堤緑道の延伸などを進め、回遊性・交通利便性の高い魅力あるまちづくりを進める必要があ
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

対応する場合

◇対応の内容

鶴見川を渡る橋梁については、過年度の検討結果を踏まえて引き続き検討を行うため、予算を計上し
ます。

対応しない場合

当該緑道は、「港北区まちづくり方針」において、川と公園などとを結ぶネットワークの形成を図る
ために計画された都市公園ですが、事業を進めるにあたり、用悪水路の確定及び国有地と隣接民有地
との用地境界確定にともなう関係機関（国）との調整が必要です。

◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 入江 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 植竹 TEL

◇対応の内容

道路交通管理者やバス・タクシー運営事業者との調整及び商店街等の地域団体のまちづくりの意向な
どの確認が必要なことから、区とともに関係局課と連携し、適切なまちづくりの方向性及び支援策に
ついて検討します。

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

港北区 区政推進課

540-2229

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

・東急東横線日吉駅は駅乗降人員が１日およそ15万人（参考／武蔵小杉 17万6千人）の交通拠点で
す。
・駅周辺は、大学（慶応義塾）や私立中高（慶応義塾、日大）も立地しており、昼間人口も大変多い
場所となっています。しかし駅前広場もなく、道路幅が大変狭く、歩道も未整備です。
・また、昭和初期に放射状に都市開発がされた場所であり、駅を基点に放射状になっていることから
駅周辺は慢性的な交通渋滞を引き起こしており、バス・タクシー・一般車などの車輌と歩行者が混在
し危険な状況であり、歩行者の安全確保も困難な場所となっています。
・現在、東急線・地下鉄の２路線の駅ですが、H34には神奈川東部方面線の駅にもなります。
・また、東京都心や横浜へのアクセスの良さから、居住人口が大変多い地域であることに加え、日吉
箕輪町開発など大型の開発が進んでいることなどから更なる駅利用者の増加が見込まれます。
・初めての来街者にとっても利用しやすい安全・快適な駅前空間の整備が必要です。
・神奈川県タクシー協会において日吉駅のタクシー乗降場の改善に関して、議論されていますが、ま
ちの構造上、抜本的な解決は困難です。
・「横浜市中期４か年計画2018～2021」においては日吉・綱島地区が都心部周辺地区として「地区の
ポテンシャルをいかすまちづくり」を進めることとしています。

◇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

　日吉駅周辺の渋滞対策や歩行者の安全性の確保等については、市民からの提案等に毎年度多数の要
望が寄せられています。また、区民意識調査（H28）において、区民及び日吉に居住している方が「充
実すべき公共サービス」として挙げている項目の１位が「道路や歩道の整備」です。対し、市民意識
調査（H28）において、市政への要望１位は「地震などの災害対策（36.6%）」であることからも、区
民の道路・歩道の改善要望が高いことが伺えます。
◇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。

◇課題解決のための方策

検討体制の構築と今後のまちづくりに向けた課題の抽出

671-2667

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

日吉駅（西口）周辺のまちづくりの推進6

提案内容
・

概算額等

都市整備局 地域まちづくり課

対応する 既存の制度で対応する

今後のまちづくりに向けた課題の整理（調査委託費：　　　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 都市整備局地域まちづくり課　植竹係長



（様式３－２）

担当者名 髙橋・荒井 TEL

所管
局名

共通区

継続年数
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 阿野 TEL

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題

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　土田係長、中村係長

港北公会堂機能改善工事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

港北区 地域振興課

540-2242

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

　来場者からは、座席が汚い・硬い、洋式トイレが少ないなどの苦情をいただいています。
　利用者団体からは、楽屋や搬入経路の使い勝手の悪さについて指摘を受けています。

◇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。

　トイレの一部を洋式化する、必要に応じて楽屋に土足で入れるようシートを敷く、車椅子の方には、遠回りをし
て舞台やホール前方、楽屋へ移動していただく（一度建物外に出て非常口から入り、更に移動式昇降機を利用）な
どの対応を行っています。しかし、こうした対応だけでは根本的な問題解決にはならず、利用者にとって不便な状
況が続いています。

◇課題解決のための方策

　特定天井改修工事による休館期間に、ホール座席の更新、トイレの洋式化、楽屋及びロビーからホール前方や楽
屋等への経路のバリアフリー化、搬入・移動経路の改善を進めます。
　平成31年度に実施設計を行い、平成32年度に工事を行います。

【事業実施効果】
１　特定天井改修工事の休館期間に併せて機能改善工事を行うことで、効率的かつ利用者への影響を最
　小限に抑えながら、利便性を向上させることができます。
２　ホール座席の更新、トイレの洋式化により、高齢者をはじめとした来場者に、ゆったりと芸術に触
　れていただける環境が整います。
３　楽屋や移動・搬入経路等の改善により、安全でスムーズな利用ができるようになるとともに、誰にとっても使
いやすい施設となります。

港北公会堂機能改善工事実施設計費　概算額

　港北公会堂は、現在区民が気軽に利用できる区内唯一のホールとなっており、18区で一番人口が多く、今後2037
年(平成49年)まで人口増加が予想される港北区の音楽や舞台芸術活動の場として、95.6％という高い稼働率を誇っ
ています。なお、稼働率については、設備点検や整備の関係でこれ以上数字を伸ばすことができない状況です。
　また、開館から40年が経過し、老朽化に加え、座席の更新やバリアフリー化をはじめとする様々な要望が寄せら
れており、利用者のニーズにそぐわず、特に高齢者や車椅子の方にとってはトイレや楽屋等が利用しづらい施設環
境となっています。
　さらに、港北公会堂は平成20年度にバリアフリー化工事、平成24年度に排水管改修工事、平成28年度に外壁改修
工事のために休館をしており、平成32年度にも特定天井改修工事のための休館を予定しています。このように休館
を繰り返すことは、利用者に対して場の機会損失を生み出すなどの負担を強いており、施設の改修は、平成32年度
の特定天井改修工事と期間を合わせて実施する必要があります。

＜基礎データ＞
　・竣工年月日：昭和53年９月30日（開館から40年が経過）
　・１座席あたりの人口：18区中最も多く、港北区を除く17区平均の約1.64倍
　・高齢者人口：旭区、戸塚区についで18区中第３位（約６万７千人）
　　　　　　　　　　　　※港北区を除く17区平均の約1.38倍
　　　　　　　　　　　　※平成49年には現在の約1.43倍の約９万７千人まで増加する見込み

＜施設の現状と課題＞
　・老朽化の進行（座席の硬化や磨耗など）
　・洋式トイレ不足による混雑（男性個室：和式２、洋式１、女性個室：和式４、洋式３）
　・楽屋の使い勝手が悪く、バリアフリー化が必要
　・車椅子利用者がロビーからホール前方や舞台、楽屋へ直接行くことができない
　・搬入経路の不具合（搬入口が狭く、トラックから直接舞台へ搬入できない）

◇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

671-2086

対応の有無

対応しない場合

公会堂開館から40年が経過し、施設の老朽化やバリアフリー化等の課題について認識していますが、限られた予算
の中で緊急性の高い案件を優先する必要があることから、予算措置は困難と考えます。今後も区と課題を共有し、
内容を精査しつつ緊急性を考慮しながら、施設の改修に向けて検討していきます。また、建築局とも連携し改修時
期・改修方法について調整が必要です。

◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 廣瀬 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 阿野 TEL

対応する場合

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

福祉保健の総合相談窓口の環境改善について8

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

＜概算額＞
＜内訳＞
・新規什器　　　　　　（ローカウンター、クロスパネル、エンドカバー等）
                    ＜※上記の新規什器のうち、吸音効果のあるパネル７枚で　　　　　＞
・レイアウト作業員　　　　　　（什器解体作業、養生費、組立作業等）
・床工事　　　　　　　　　　　（タイルカーペット材料費・施行費、OAフロア施行費等）
・電気、５法端末機器配線工事
　　　　　　　　　　　　　　　（福祉保健端末等の移設、コンセント移設等）

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

港北区 高齢・障害支援課

540-2343

市民局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　高齢・障害支援課では、福祉の総合相談窓口として、高齢者、障害者及び児童（児童扶養手当、
障害児等）に関する相談を平成29年度に年間20,435件（１日平均82件）受けています。相談内容
は、高齢者の介護状況、障害の状況、ひとり親の収入、離婚、別居の有無など、相談者の非常にプ
ライベートな部分も含めて話を伺う必要があります。また、１時間以上にわたる込み入った相談に
なることも少なくありません。
　一方で、現在、各カウンターの仕切りはパーテーションではなく、稼働式のプラスチック板をカ
ウンターの上に置いているだけであるため、隣の相談者の話の内容は、ほぼ全て聞こえるような状
況です。
　更に、８つのカウンターのうち、７つは１つ60㎝～90㎝（市販のカウンターで最も幅が狭いもの
で120㎝）と幅が狭いことから、相談者が２名来所された際には、２名の方が同時に隣同士に座っ
ていただくことが難しく、前後に座っていただくこともあり、後ろに座っている方には話の内容が
全く聞こえないという状況が生じています。

◇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

・相談の際に、自分の話の内容が周囲に聞かれないか不安であり、相談がしにくい。仕切りをしっ
かり設けて欲しい。
・介護保険の申請等で親子２名で来所した際に、当事者である自分が後ろに座って何も聞こえな
かった。２名で座れるよう工夫して欲しい。

◇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。

・相談者が少ない時間帯には、カウンターの間隔をあけて、隣の方に相談の内容が聞こえないよう
にすることや、２名並べるように工夫をしています。

◇課題解決のための方策

・各カウンターに２名の方が座れるよう、カウンターの幅を広げます。
　なお、各カウンター幅を広げるにあたり、カウンター周辺にある什器を執務室内に移設すると
ともに、待合の一部について床上げ工事を行い執務室に転用します。カウンターの数については、
現在８つあるカウンターのうち、主要で使用している７つを維持するようにします。
・周囲の方に相談内容が聞こえないよう、それぞれのカウンターの間を、パーテーションで仕切り
ます。

◇対応の内容

現状の高齢・障害支援課の窓口レイアウトは、プライバシーが確保されておらず、相談者が相談し
づらい状況であるため、レイアウト改修費を予算に計上します。今後も区と課題を共有し、内容を
精査しつつ緊急性を考慮しながら、区庁舎の環境改善に向けて検討していきます。



（様式３－２）

担当者名 黒谷、浦山 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 阿野 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

＜区民から＞
・（港北区総合庁舎内の）女子トイレでの歯磨きは別の場所で行って欲しい

＜港北土木事務所女性職員意見交換会から＞
・更衣室をより広いところにして、更衣室と休憩室を一体的に使えるようにしてほしい。

◇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。

【港北区総合庁舎の対応】
　来庁者に優先してお使いいただけるよう、職員へ周知徹底していますが、昼休み時間は、どうしても女性職員の
歯磨きなどで混雑します。

【港北土木事務所の対応】
　女性職員は１階更衣室で休憩をしています。また、連絡員待機など災害時には、その１階更衣室で仮眠をしてい
る状況です。

◇課題解決のための方策

【港北区総合庁舎の方策】
１　平成29年度に閉鎖した3階の旧食堂厨房スペースを職員用の洗面台として整備し、来庁者と職員の洗面台を分
離することで、区民が支障なく洗面台を利用できるようにします。
２　旧食堂厨房整備後の余剰スペースについては、書庫スペース等として有効活用します。

【港北土木事務所の方策】
　現在の整備班休憩室、隣の会議室を１つにし、休憩室兼更衣室にします。

【港北区総合庁舎洗面スペースの改善】
＜概算額＞
＜内訳＞
・厨房の排水溝・床等のドライ化
・厨房への歯磨き場所の設置　　　（壁、洗面台の設置、排水管の整備等）
※設計（      ）は30年度中に行う予定です。

【港北土木事務所女性用休憩室の改善】
＜概算額＞
＜内訳＞
・壁、押入れの撤去費等

【港北区総合庁舎の現状】
　港北区は、人口の流入者数及び出生数が18区１位であり、今後もしばらく人口増加が継続する見込みです。事務
量の増加に伴い職員が増加する一方、区庁舎は建設より40年が経過しており、来庁者の待合スペースや執務スペー
スも狭隘化が進んでいます。
　１階フロアは女性職員が多い中、来庁者と職員が洗面台を共有しており、昼休みには女性用トイレが大変混雑
し、来庁者の洗面台利用を阻害する要因になるなど、利用にあたって支障をきたしています。
　そのため、来庁者と職員の洗面台を分離し、それぞれのスペースを確保することで、来庁者にとって支障なく利
用いただけるよう対策を講じる必要があります。
　
（基礎データ）
 ①港北区の人口：約35万人

 ②１階フロアの女性職員数：職員と嘱託職員で約160名在籍
※

　※加えて、アルバイト職員、派遣職員が常時10名超在籍
 ③女性用トイレ：２か所（うち１か所は健診センター内で利用者が限られています。）

【港北区土木事務所の現状】
　港北土木事務所は女性職員が10人と増加しているにも関わらず、女性用休憩室がなくロッカー室は手狭です。今
後、女性職員の増加が想定される中、環境改善は喫緊の課題です。

（基礎データ）
　①竣工年　昭和46年（平成18年に耐震補強済み）
　②職員数　男39人　女10人
　③更衣室・休憩室
　　男　（更衣室）18.6㎡　（休憩室）42㎡　　女　（休憩室と兼用）8.06㎡

◇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（女性職員向けアンケート、女性職員意見交換会）

◇区民からの具体的な要望

671-2086

港北区総合庁舎水回り及び港北土木事務所女性用休憩室の改善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

港北区 総務課、港北土木事務所

540-2208

市民局

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

来庁者が支障なく利用できる洗面スペースの確保について、検討します。
また、土木事務所については環境改善の必要性を認識しているため、予算に計上します。今後も区と課題を共有
し、内容を精査しつつ緊急性を考慮しながら、区庁舎及び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

◇課題に対する局の考え方
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