
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

青葉 1 鴨志田町の照明設備
　鴨志田町歩行者遊歩道における照明灯のLED防犯灯への
更新

温暖化対策統括
本部

○

青葉 2
超高齢社会を見据えた郊外部における新たな
地域交通の確立

１　新たな地域交通の可能性に関する調査・検討
２　社会実験の実施
３　地域交通の取組に対する支援拡充

道路局 ○

青葉 3 鉄道駅へのホームドアの設置 　東急田園都市線青葉台駅におけるホームドアの早期設置 都市整備局 ○

青葉 4 横浜高速鉄道こどもの国線の延伸
　青葉区北西部における交通利便性の向上を図るため、横
浜高速鉄道こどもの国線の延伸に向けた関係機関との調
整、検討

都市整備局 -

青葉 5 恩田駅もしくは駅周辺へのトイレ設置
　鉄道利用者の利便性向上に向け、恩田駅もしくは駅周辺
におけるトイレの設置に向けた鉄道事業者との調整

都市整備局 -

青葉 6
高速鉄道3号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ
丘）の早期事業化と周辺のまちづくり

　高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）の事業実
施に向けた検討

都市整備局 ○

青葉 7 樹林地の保全

１　「恩田市民の森」の一部先行公開、用地の取得等の継
続、全面公開
２　寺家ふるさと村、恩田町、元石川町、鉄町、奈良町の樹
林地を保全するため、緑地保全制度による指定推進

環境創造局 ○

青葉 8 谷本公園北側エリアの整備促進
　谷本公園北側「野球場」エリアについて、事業用地の取得
を早急に進め、早期に整備を実施

環境創造局 ○

青葉 9
北西線高架下の活用によるスポーツの場の確
保

市民局 ○

青葉 9
北西線高架下の活用によるスポーツの場の確
保

環境創造局 -

青葉 9
北西線高架下の活用によるスポーツの場の確
保

道路局 ○

青葉 10 都市計画道路等の整備
１　川崎町田線の用地取得と整備推進
２　恩田元石川線の早期事業化
３　真光寺長津田線の早期事業化

道路局 ○

青葉 11
区民活動支援センターのコーディネート機能強
化

　コーディネート機能の強化に向けて、各区の市民活動支援
センター機能強化事業の継続と拡充

市民局 ○

青葉 12
田奈ステーションにおける図書取次サービスの
実施

　山内図書館による田奈ステーションでの図書取次サービス
の継続・制度化

教育委員会事務
局

-

青葉 13
図書取次サービスの拡充（学校施設活用型コ
ミュニティハウス２か所への新規導入及び図書
返却ポスト３か所の更新）について

１　故障が相次ぐ区内３駅に設置されている図書返却ポスト
の更新
２　みたけ台コミュニティハウスおよび山内コミュニティハウス
に図書取次サービスの導入

教育委員会事務
局

-

青葉 14
青葉スポーツプラザにおける防球ネット及び側
溝蓋の設置について

１　グラウンド全周への防球ネット設置
２　グラウンド外周の側溝の蓋設置

教育委員会事務
局

-

青葉 15
精神障害者生活支援センターＢ型の機能強化
について

１　30年度モデル実施区（青葉区・南区）について本格実施
２　モデル未実施７区についてもＡ型並みに職員を増員した
上での本格実施

健康福祉局 ○

青葉 16

シニアの社会参加のきっかけとしての社会的起
業の支援（※）について
※シニアパワーの発揮による地域包括ケアシ
ステム推進事業

　社会的起業支援のため、区内拠点を活用した定期的な起
業相談及び場の解放、起業に役立つ勉強会及び交流会の
実施

経済局 ○

青葉 17 児童虐待防止等における対策強化

1　妊娠期から青少年期までの切れ目のない健全育成と虐
待等予防の機能強化
２　虐待対応等における福祉的支援の機能強化
３　関係機関・他都市との連携強化

こども青少年局 ○

　横浜環状北西線高架下におけるテニスコート、多目的広場
等の整備に向けた検討・調整



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

青葉 18 青少年の地域活動拠点の新規設置について
　区内中高校生の居場所になり、社会体験をすることができ
る青少年の地域活動拠点を青葉区内に新規設置

こども青少年局 -









（様式３－２）

担当者名 平野 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 楡、村野 TEL

・自治会・町内会（単会）より地域区民要望（平成21年、24年）
・連合自治会より地域区民要望（平成21年～24年）
・連合自治会長会より市長陳情（平成24年）
・連合自治会より市長陳情（平成27年）

◇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。

【都市計画マスタープラン・青葉区プラン】
　区北西部における交通利便性の向上を図るため、利用しやすい公共交通網のあり方についての検討を
促進します。

◇課題解決のための方策

　こどもの国線の延伸に向けた関係機関との調整、検討調査を実施してください。

こどもの国線の延伸に向けた検討調査費

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

青葉区 区政推進課

978-2217

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

　奈良地区については、高齢化が急速に進んでおり、高齢者の外出支援の観点からも移動しやすい交通手段が求
められています。
　奈良地区の最寄駅はこどもの国駅、玉川学園前駅ですが、両駅前までの路線バスがないため、アクセス性が悪
く、また、青葉台駅や鶴川駅までの路線バスも本数が少ない状況となっています。
　そうした状況から、生活利便性の向上等のため、横浜高速鉄道こどもの国線の延伸について要望があります。

◇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

671-2021

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 鉄道計画検討調査費

横浜高速鉄道こどもの国線の延伸4

提案内容
・

概算額等

◇対応の内容

都市整備局 都市交通課

対応しない その他

対応しない場合

こどもの国線の延伸については、都市計画マスタープラン、国の交通政策審議会答申（平成28年4月）
に位置付けられていないことから、31年度の予算対応は困難です。

◇対応する場合の課題

鉄道整備については、交通政策審議会答申において鉄軌道の位置付けが不可欠です。加えて、鉄道整備には多額
の整備費がかかることから、採算性、事業主体等を含めた課題整理と長期的な検討が必要です。

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 都市整備局都市交通課　楡係長



（様式３－２）

担当者名 平野 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 眞柄 TEL

対応しない場合

鉄道事業者２者とトイレ設置について調整しました。調整の結果、次の回答を得ており、今後の対応は
困難です。
①恩田駅は無人駅という性質から防犯上の責任が負えないので駅施設として整備できない、②恩田駅は
駅舎が狭小という性質から駅及び周辺の鉄道用地にトイレ用地として提供可能な余地がない、③こども
の国線の施設更新時期を迎えており安全・安定輸送に資する施設更新を優先させざるを得ない。

◇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

◇対応の内容

都市整備局 都市交通課課

対応しない その他

恩田駅もしくは駅周辺へのトイレ設置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

青葉区 区政推進課

978-2217

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

提案内容
・

概算額等

・恩田駅もしくは駅周辺にトイレを設置して欲しいとの要望がある。

◇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。

　第2種鉄道事業者である東急電鉄、第3種鉄道事業者である横浜高速鉄道に、トイレの設置について事前に要望
しています。

◇課題解決のための方策

・鉄道利用者の利便性向上に向けた駅構内、もしくは駅周辺へのトイレの設置

・鉄道事業者（横浜高速鉄道、東急電鉄）とのトイレ設置に向けた調整

　こどもの国線は、平成12年に通勤線化され、現在、地域に欠かせない公共交通機関となっています。通勤線化
に伴い設置された恩田駅は、青葉区内の鉄道駅において、駅外も含め、唯一トイレが設置されていない駅です。
また、駅周辺はコンビニ等も無いため、駅利用者が利用できるトイレが存在しない状況です。そのため、駅もし
くは駅周辺へのトイレの設置について要望があがっています。

◇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

671-3512

対応する場合

所管局課・担当者 都市整備局都市交通課　眞柄係長

対応の有無



（様式３－２）

担当者名 平野 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 楡・村野 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 鉄道計画検討調査費

◇対応の内容

事業化の推進に向けた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。（都
市交通課）

都市整備局 都市交通課

対応する 既存の事業で対応する

高速鉄道3号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）の早期事業化と周辺のまちづくり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

青葉区 区政推進課

978-2217

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

提案内容
・

概算額等

・自治会・町内会（単会）より地域区民要望（平成20年、24年）・連合自治会より地域区民要望（～平
成25年、26年、28年）・連合自治会長会より市長陳情（平成18年、24年、27年）・市民からの提案（平
成22年、23年、24年、25年）

◇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。

【都市計画マスタープラン・青葉区プラン】
　あざみ野からすすき野付近を経由し新百合ヶ丘へ至る高速鉄道3号線の延伸などで、広域的な交通利
便性の向上を図ります。新駅が設置された場合には、交通の流れや周辺への影響を考慮した適切な対応
を検討し、生活拠点づくりなどまちづくりと一体となった新駅周辺の整備を進めます。
【青葉区区政運営方針】
　住み続けたいまち！次世代郊外プロジェクト

◇課題解決のための方策

・事業候補者である交通局や国、川崎市をはじめとする関係機関との調整を早急に進めてください。
・鉄道の延伸を見据えながら、現在の地域の状況に対応したまちづくりの検討を進めてください。

・高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）の事業実施に向けた検討調査費

　すすき野及び荏子田地区は、最寄駅のあざみ野への交通手段としてはバスを利用する必要がありますが、駅ま
で15分で到着することが難しいエリアが存在しています。住民からは、鉄道の整備とともに沿線の活性化、安全
安心のまちづくりが望まれています。　平成26年２月にとりまとめた、「横浜市における鉄道を軸とした交通体
系について」では、「優先度の高い路線」として位置付けられ、平成26年度より事業化に向けた基礎的な調査を
行っています。　平成28年４月20日に交通政策審議会から国土交通大臣に答申された「東京圏における今後の都
市鉄道のあり方について」（答申第198号）において、「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」として位置づけられています。　高速鉄道３号線の延伸を踏まえ、すすき野周辺などでまちづくり
の気運が高まってきています。

◇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

671-2021

対応する場合

所管局課・担当者 都市整備局都市交通課　楡係長

対応の有無







（様式３－２）

担当者名 平野 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  安見・佐々木 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　佐々木係長

環境創造局緑地保全推進課　庄子係長
環境創造局みどりアップ推進課　河辺係長

道路局横浜環状道路調整課　麻生係長

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
671-3583

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（環境創造局）
横浜環状北西線整備事業（道路局）

北西線高架下の活用によるスポーツの場の確保9

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 予算対応する

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

青葉区 区政推進課

978-2217

市民局、環境創造局、道路局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　平成26年９月末に横浜環状北西線の事業化により、高架下を活用した青葉スポーツ広場（多目的グラウンド、
テニスコート、ゲートボール場等）が廃止され、これに対応するために区制20周年記念事業として個人や企業か
らの寄附金を活用した多目的グラウンド（青葉スポーツプラザ）を整備しました。青葉区では、少年野球・サッ
カー・テニス等が活発に行われていますが、グラウンドの数・質ともに利用者数に対し充実しておらず、学校予
定地など空き地を利用して活動している状況であり、スポーツ施設整備に関する要望が引き続き寄せられている
状況にあります。
　また、区内で本格的なスポーツが楽しめる唯一の地区公園として、谷本公園の整備を進めているところです
が、用地買収の難航により全面開園に至っていません。
　横浜環状北西線・青葉ICは平成32年に完成を予定しており、谷本公園の隣接地となる高架下部分については活
用できる可能性があります。

■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

・テニスコートの整備要望（平成26年10月、平成28年２月、平成29年7月、平成30年6月など）
・その他スポーツ施設について、関係団体等から設置に関する意見をいただいています。

◇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。

【都市計画マスタープラン・青葉区プラン】
　鶴見川沿いの水と緑の環境を生かした自然と親しむためのスポーツ・レクリエーション施設など、
区民が集まり交流する機能を持った施設間の連携を高めるとともに、広域的な文化・スポーツ機能の
集積を促進します。

◇課題解決のための方策

・横浜環状北西線の高架下をスポーツ施設（テニスコート、多目的広場等）として整備し、開放

・横浜環状北西線高架下におけるテニスコート、多目的広場等の整備に向けた検討・調整
　→　道路局所有地の活用検討、高速道路事業者との土地利用調整（道路局）
　→　スポーツ施設の整備についての調査検討（市民局）
　→　谷本公園との一体的管理についての調査検討（環境創造局）
　→　設計・整備に関する技術支援（環境創造局）

◇対応の内容

【地域施設課】横浜環状北西線の高架下部分については、区を中心に、地域におけるスポーツの場な
どとして整備する等、有効な活用方法について関係局と連携しながら調査、検討していきます。
【スポーツ振興課】スポーツ施設の整備については、谷本公園との一体的管理が提案されており、公
園整備事業として対応すべきと考え、現時点では対応しません。



◆局回答内容

担当者名 庄子 TEL

◆局回答内容

担当者名 麻生・青木 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

671-2735

対応の有無 対応する その他

対応する場合

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

市民局等によりスポーツ施設の整備がされれば、谷本公園との一体的管理についての調査検討を行い
ます。また、整備の際、必要に応じて技術支援を行います。

◇対応する場合の課題

環境創造局 緑地保全課

671-3469

対応の有無 対応しない その他

対応する場合
◇対応の内容

◇対応の内容

　来年度の予算計上は行いませんが、高架下は道路管理や遊水池として必要な用地となるため、その機能を確保
することを前提としつつ、区が要望する高架下利用ができるよう、首都高速道路株式会社及び中日本高速道路株
式会社と土地使用の調整を行います。

道路局 横浜環状道路調整課



（様式３－２）

担当者名 平野 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)
鈴木(建設)

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 都市計画道路等の整備

◇対応の内容

川崎町田線の田奈地区については、通学路の安全対策として積極的に整備を進めます。（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」では恩田元石川線の横浜上麻生線以北につい
ては、優先的に事業着手する路線としており、さらに鉄地区は先行取得も実施していますが、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。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。
なお、真光寺長津田線については、現道があることに加え、並行する都市計画道路長津田奈良線が整備
されているため、整備の優先度は低く「都市計画道路の優先整備路線」では着手時期未定としていま
す。（企画課）

道路局
企画課
建設課

対応する 既存の事業で対応する

都市計画道路等の整備10

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

青葉区 区政推進課

978-2217

道路局

◇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

・駅周辺やバス通りにおいて歩道のない道路の整備を優先し、早期に歩行者の安全を確保して欲しい。
・通学児童の安全確保のため、川崎町田線の早期整備要望がスクールゾーン対策協議会より出されてい
ます。
・平成４年～「住民参加の道路づくり」として恩田元石川線について検討開始。平成15年11月の都市計
画決定以降、横浜市と地元代表組織で「恩田元石川線（もみの木台～荏子田間）再整備計画検討連絡
会」が組織され、平成18年度には「恩田元石川線作業部会協議結果報告書」が再整備計画検討連絡会へ
提出されています。
・恩田元石川線については、優先整備路線の見直しに関する意見募集において、早期事業化を望む意見
が出されています。

◇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。

【都市計画マスタープラン・青葉区プラン】
　真光寺長津田線、川崎町田線、恩田元石川線は骨格道路に位置付けられ、国道246号線や環状4号線と
ともに、区内を格子状に結ぶ骨格道路網を形成することとしています。　恩田元石川線については、地
域住民との話合いを行いながら、歩行空間や自転車通行空間、道路デザインに配慮し、周辺の地域資源
との連携を図ることとしています。
◇課題解決のための方策

１　川崎町田線:事業中の区間について、引き続き用地取得の推進、道路拡幅整備の推進
２　恩田元石川線：先行取得地区としている鉄地区等の早期事業化（遅くとも平成32年度頃までに事業
着手）、「恩田元石川線作業部会協議結果報告書」の内容を踏まえた整備済み区間の再整備
３　真光寺長津田線：早期事業化

１　川崎町田線：恩田地区、田奈地区の用地取得と整備推進（用地取得費、設計費、整備費）
２　恩田元石川線：早期事業化（用地取得費、設計費、再整備費）
３　真光寺長津田線：早期事業化（用地取得費、設計費）

１　川崎町田線：区内の骨格的道路として、事業着手していますが、田奈駅周辺には歩道のない箇所があり、歩行
者の安全上問題であるため、当該箇所の重点整備が必要です。
２　恩田元石川線：平成20年公表の「都市計画道路の見直し素案」において、優先的に事業着手する第１期路線と
されていたものの事業化には至らず、平成28年３月公表の「都市計画道路の優先整備路線」では、先行着手区間と
して平成32年度頃までに事業着手とされています。
３　真光寺長津田線：「都市計画道路の優先整備路線」では、着手時期未定路線ですが、歩道のない箇所が多い現
況道路は、歩行者の安全上問題です。

◇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

671-2777(企画)
671-3526(建設)

対応する場合

所管局課・担当者  道路局企画課　故島係長道路局建設課　鈴木係長

対応の有無





（様式３－２）

担当者名 宮澤 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 熊谷 TEL

対応しない場合

青葉区内の図書取次は区独自の枠組で実施しており、各施設の指定管理者が窓口業務を行ってい
る。山内図書館指定管理者は図書搬送のみ行っており、窓口業務を負担することは困難である。

◇対応する場合の課題

青葉区役所の独自契約による田奈ステーションでの図書取次窓口業務委託が考えられる。

◇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 読書活動推進事業

◇対応の内容

教育委員会事務局 中央図書館企画運営課

対応しない 制度化見送り

田奈ステーションにおける図書取次サービスの実施12

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

青葉区 地域振興課

978-2294

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

提案内容
・

概算額等

田奈ステーションでの図書取次サービスは、地域における重要な読書サービスとして定着してお
り、絶対に継続してほしい。

◇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。

区民活動支援センター移転後、今年度中は、やむをえず田奈ステーション内に事務所のある青葉国
際交流ラウンジ運営団体に図書取次サービスを委託して対応することとしていますが、同団体に
とって図書取次サービスは本来の事業目的に合致するものではなく、また執行体制上も十分とはい
えない状況です。

◇課題解決のための方策

「山内図書館による田奈ステーションでの図書取次サービスの継続」
区民の読書活動推進の観点からも、山内図書館でサービスを継続していくことが望ましいと考えま
す。

田奈ステーションへは山内図書館が貸出、返却本の配達を実施しており、今後は山内図書館から田
奈ステーションへ図書取次サービスに従事する職員を派遣する等、山内図書館の業務の一環として
同サービスの運用を制度化することが望ましいと考えます。

１　青葉区田奈駅そばの田奈ステーションでは、平成19年度より市立図書館の予約本の貸出、返却
サービスを行っています。
２　これまで田奈ステーション内に事務所のある区民活動支援センターにおいて同取次サービス事
務を行ってきましたが、同センターが本年８月に区役所に移転することから、その後の同サービス
の継続が課題となっています。
３　区内唯一の市立図書館である山内図書館へのアクセスが不便な田奈地区において、同サービス
は地域住民にとって必要不可欠なものとなっています。
【基礎データ】
田奈ステーション図書取次サービス実績（H28年度月平均）：貸出 1,194冊、返却 1,042冊

◇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（　利用実績　）

◇区民からの具体的な要望

262-7334

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

対応の有無













参考資料                                    平成 30年７月６日 

                                           高齢障害支援課  
 
【生活支援センターＡ型・Ｂ型の格差について】 

・精神障害者生活支援センターは、公設民営のＡ型、民設民営のＢ型と分かれており、それぞれ９区ずつ設置さ

れています。Ａ型とＢ型の主な違いは開館日・時間・延床面積で、Ｂ型はＡ型と比べ、開館日・時間・面積も小

さい規模となっています。しかし、地域移行がすすみ、年々、地域で生活する精神障害者の方が増加しているた

め、Ｂ型施設では相談及び食事などの生活維持のためのサービスも日中に限られるなど、居住区にある施設が

Ａ型かＢ型かによって、精神障害者の方が施設を利用する機会に大きな格差が生じています。 
【青葉区の課題】 

・青葉区の生活支援センターはプログラム数も多く、利用者にとっても居心地の良い場として地域に浸透してい

きています。出前夕食などにより、ひきこもりがちな精神障害者の生活支援（食事管理・服薬管理・生活支援）

に大きな効果を上げています。しかし、夜間や休日の利用については、開設時間の制約があるため、近隣区のＡ

型（緑区）を案内しますが、青葉区は横浜市の北端に位置しているため物理的にも移動が障壁となり、利用が

難しい状況となっています。また青葉区の計画相談実施状況は身障知的精神合わせて 46.7％（H30.3 現在）

となっていますが、区内で精神障害者の方の計画相談に対応しているのは生活支援センターの他１事業者のみ

であり、ほぼ生活支援センターで対応している状況です。 
 
【生活支援センター設置状況】 

 

 Ａ型 Ｂ型（国基準） 青葉区 （参考）旭区 

 

運営 

指定管理者への委託

（公設民営） 
運営費を補助 

（民設民営） 

特定非営利法人 

メンタルサポートあおば 

ほっとぽっと 

事業内容 （１） 精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供 

（２） 精神障害者に対する入浴、食事その他のサービスの提供 

（３） 精神障害者の日常生活に関する相談および情報の提供 

（４） 地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援 

（５） 地域における精神障害者との交流の機会の提供 

（６） 精神障害者の家族の日常生活に関する相談及び家族間の交流に対する支援 

（７） その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業 
施設規模 ５００㎡ 上限２２０㎡ ２４５．２２㎡ ３６１．０５㎡ 
運営日数 ３５３日（月１日施設

点検休館） 

２５０日程度（週２日の

休館日） 

２５５日 週５日（火～土） 

運営時間 １２時間（９時～２１時） 概ね８時間程度 １０時～１９時 

毎週 月～金 

１０時～１７時 

職員数 １０名 ５名 常勤４名 非常勤３名 常勤５名 非常勤

４名 

整備費用 約５億円（用地：約３

億円、工事 約２億円） 
運営費の補助  

その他、家賃補助額等 

設置費 700,0千円（＊） 

 

３８，２１３千円 
（平成 28 年度予算） 

各区の整備

状況 

鶴見・神奈川・中・港南・

保土ケ谷・磯子・港北・

緑・栄区 

西・南・旭・金沢・戸塚・

泉・瀬谷・都筑・青葉区 

  

区提案制度・生活支援センターの機能強化について 

 

（＊内訳：家屋改造費 300万円、初度調弁費 200万円 職員事前雇用費 150万円、その他経費 50万円） 
 



【利用者数の統計】平成 29年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
【精神障害者手帳所持者数と自立支援医療受給者数】(Ｈ30.3 末データ （)内は H27.3末データ） 

 緑（Ａ） 港北（Ａ） 都筑（Ｂ） 青葉（Ｂ） 
精神障害者手帳所持者数 1,618(1,395) 

(115.9％) 
2,396(2,069) 
(115.8%) 

1,156(981) 
(117.8％) 

1,896(1,618) 
（117.1％） 

自立支援医療制度利用者数 2,848(2,706) 
 

4,242(4,026) 2,273(2,183) 
 

3,667(3,514) 
(104.4％) 

 

00（一日平均） 0 1

2 9160その他 10

0 10 0

148

（一日平均）

42同行 100 46

0 150（一日平均） 1

75 3,741336 43

17

訪問

2（一日平均） 2 7

611 4,2022,339フリースペース対応 628

2 52 3

1,256

（一日平均）

470面接相談 787 880

16 821（一日平均） 23

4,088 1,9228,147 7,436

援
助
方
法

電話相談

21 45（一日平均） 28 31

5,288 11,27810,904相談・支援件数合計 10,008

0 2,598夜間（17-21） 3,641 3,259

3,077 5,4794,506午後（13-17） 4,523

2,216 3,137時
間
帯

午前（9-13） 3,219 3,178

5,293 11,21410,943日常生活支援 11,383

36 4638 46

11,525

（一日平均）

9,191利用者数（延） 13,712 16,145

19 2324（一日平均） 14

4,986 5,7145,129 8,620

662

来館者数（実利用者数）

357登録者数（H30.3時点） 1,215 1,299

257 253353開所日数 358

都筑 青葉緑 港北
【利用の状況】 

来館者・利用者数、日

常生活支援について

はＡ型の緑と遜色な

い。面積も狭く、開館

時間も短いため、混雑

している状況となっ

ている。 

フリースペースは居場

所を求める精神障害者

の大きな支えとなって

いる。就労している利

用者からは、１８時以

降、また土曜日の開館

を求める声も大きい。 
面接や電話対応につい

ても、開館時間の関係

で１７時以降の相談を

制限せざるを得ない状

況となっている。 



■公設民営型（Ａ型）と民設民営型（Ｂ型）比較表（平成 30年２月１日現在） 

  公設民営型（Ａ型） 民設民営型（Ｂ型） 

 設置区 

（設置順） 

９区：神奈川・栄・港南・保土ケ谷・緑・

磯子・港北・鶴見・中 

９区：旭・金沢・泉・南・都筑・青葉・西・

戸塚・瀬谷 

 設置主体 横浜市 地域市民団体（非営利法人） 

 運営主体 非営利法人（社会福祉法人等） 同上 

 運営手法 指定管理者による管理 設置主体への補助    

面積 459～690㎡ 179～407㎡ 

 開館日数／１年 353日（月１日休館） 
約253日（週５日程度で地域ニーズに合わ

せた上で柔軟に対応） 

開館時間／１日 12時間（９時から21時まで） 
約7.5時間（地域ニーズに合わせた上で柔

軟に対応） 

年間開館時間 約 4,236時間 約1,898時間 

平成 29年度予算 

※１か所平均 
約 66,915 千円 

約39,465千円（家賃除く。自立生活アシス

タント事業委託料9,959千円含む。） 

職員配置 

 

10名 

施設長(1)、常勤(5)、非常勤(4)    

５名 

施設長(1)、常勤(2)、非常勤(2) 

その他の指定管理業務及び任意事業等にかかる人員体制 

①自立生活アシ

スタント事業（※） 

指定管理業務 

上記に２名分含む 

任意事業（９区実施） 

上記の他に２名分 

…常勤（１）、非常勤（１） 

②地域移行・地域

定着支援事業（※） 

指定管理業務 

上記に１名分含む 

任意事業（３区実施） 

上記の他に１名分  

③計画相談支援 必須事業 任意事業（８区指定あり） 

④地域相談支援 必須事業 任意事業（６区指定あり） 

人数計 10名（施設長1、常勤5、非常勤4） 
８名（施設長1、常勤4、非常勤3） 

（※①②事業を実施する場合） 

                             

■分布図（影無し：A型設置区、影有り：B型設置区） 

 







（様式３－２）

担当者名 豊倉、塩浦 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 森兼 TEL

◇対応の内容

　局としても区における虐待対応・継続支援の強化が重要だと考えております。平成30年７月20日の児童虐待防止
対策に関する関係閣僚会議決定を受けて、児童相談所と共に市町村の体制を更に強化していく旨の緊急総合対策が
出されたこともあり、児童福祉法の改正も踏まえ、区の機能強化について検討を進めてまいります。

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

青葉区 こども家庭支援課

978-2457

こども青少年局
14区（鶴見区、神奈川区、西区（提案内容2・3）、中区、南区、旭
区、磯子区、金沢区、港北区、都筑区、戸塚区、栄区、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

【背景・現状】
１　児童福祉法の改正による区役所の機能強化
（１）妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援
市町村において、現状様々な機関が個々に行っている切れ目のない支援について、これまで以上にきめ細かく妊娠
や子育ての不安、孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に発見・逓減することが求められています。
（２）児童虐待発生時の迅速・的確な対応
児童虐待の相談の多くは「在宅支援」となっており、市町村は、専門的な相談対応や継続的なソーシャルワーク業
務・具体的な支援までを、迅速かつ的確に行うことが求められています。
２　本市における児童虐待等の対応状況
　　区役所が虐待相談を受けて対応した事例で、その後に重篤化する場合も少なくありません。また、児童相談所
が通告を受け、調査をした結果、身近な区役所での支援や地域での見守りを必要とする場合が多く、虐待初期対応
の機能強化が求められています。
３　関係機関との連携強化による相談件数の増加とニーズの多様化
　 当事者や近隣の住民からの相談・連絡のほか、保育所や学校など区内の関係機関からの相談も多くあります。関
係機関からは、虐待等の通告だけでなく、子どもや保護者への対応についての相談も増えており、関係機関からの
多様な相談に迅速かつ適切に対応することが求められています。

◇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。

乳幼児や学齢期の児童が多い青葉区では、子育てしやすい街づくりの推進、発達段階に応じた育児支援などの推進
のため、「あおばこどもシステム」の推進などを通じて、妊娠期・乳幼児期から青少年期の健全育成事業まで一体
的にこども家庭支援課で取り組んできました。

◇課題解決のための方策

　切れ目のない支援を実効性があるものとするため、専門職の支援や地域のネットワークによる見守りを強化し、
健全育成事業と児童虐待予防を一体的に推進することが必要です。
　また、虐待の通告・相談については、件数の増加だけではなく、相談内容も多様化・複雑化しています。『虐待
対応調整チーム（構成：係長、保健師、社会福祉職）』が、緊急時に独立して初動対応がとれるよう、体制強化等
も含めた仕組みや手法の検討が必要です。
　さらに、虐待の予防や発見後の対応に関しては、関係機関の適切な対応が不可欠です。関係機関や他都市との連
携を強化し、重篤化予防に向けてしっかりと支援をしていく必要があります。

671-4209

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 区の執行体制の調整を要す

局事業名

児童虐待防止等における対策強化17

提案内容
・

概算額等

こども青少年局 こども家庭課

対応する 既存の制度で対応する

1　妊娠期から青少年期までの切れ目のない健全育成と虐待等予防の機能強化
　『切れ目のない支援チーム』が、妊娠期から青少年期まで切れ目なく、育児力の向上や地域の育児支援ネット
ワークの推進等、健全育成や虐待予防に向けた取組を強化します。
２　虐待対応等における福祉的支援の機能強化
　情報を一元化し、通告対応から継続支援に向けた調整までワンストップで迅速かつ的確に行えるよう、『虐待対
応調整チーム』の機能・体制を強化します。
３　関係機関・他都市との連携強化
　地域が一体となり迅速かつ適切な支援が行えるよう、区が関係機関をしっかりとサポートする体制を強化しま
す。また、環境の変化により虐待のリスクが高まる転出入者に対し、支援が途切れないよう、他都市との連携を強
化します。

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 こども青少年局こども家庭課
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