
鶴見 3
地域スポーツの振興に向けたスポーツ環境の
充実について

１　各区が行う市内大学・企業等の保有するスポーツ施設の
地域開放に向けた調整等への協力
２　スポーツを行う場として提供可能な市保有する未利用地
等への安全柵設置等の整備

市民局 -

鶴見 10
放課後児童クラブ施設の基準適合の推進に向
けた支援の拡充について

１　基準適合のためのクラブの分割・移転
2　安定的なクラブ運営のための補助メニューの見直し及び
拡充

こども青少年局 ○

鶴見 11 横浜市防災情報Ｅメールの多言語化について
　横浜市防災情報Ｅメールの「ハングル、中国、スペイン、ポ
ルトガル、タガログ、ベトナム、タイ、インドネシア及びやさし
い日本語」に対応したシステムの開発

総務局 -

鶴見 12
区役所における個人情報の適切な管理等につ
いて

総務局 ○

鶴見 12
区役所における個人情報の適切な管理等につ
いて

市民局 ○

神奈川 1
地域防災拠点における生活用品の更新につい
て

　地域防災拠点における生活用品（ほ乳瓶、生理用品、紙お
むつ、紙パンツ）の定期的な更新

総務局 ○

神奈川 2
マイナンバー業務におけるセキュリティの向上
及び効率的な業務処理に向けた、戸籍課窓口
及び執務室のレイアウト・什器等の整備

　セキュリティの向上及び効率的な事務処理に向けて、窓口
及び執務室の什器等の購入や業務用端末等の配線工事等

市民局 ○

神奈川 5
精神保健福祉法第23条に基づく通報対応やそ
の他緊急の障害者対応等に活用する携帯電話
の配備について

　警察官からの通報や緊急対応を要した際に外部との連絡
を行うための、各区の障害者支援担当への携帯電話の配付

健康福祉局 ○

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 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（３か所）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 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 ○

中 2 感震ブレーカー簡易タイプ設置促進事業
１　感震ブレーカーを市が一括購入し、業者が申請者宅に設
置する申請方法への見直し
２　設置に関する業者との協定締結

総務局 -

中 3 妊娠糖尿病罹患者への糖尿病対策について
　妊娠糖尿病罹患者向け糖尿病予防教室のモデル実施（簡
易な測定、集団指導等）

健康福祉局 ○

南 2
管理不全空家対応施策の具体化と執行体制強
化及び将来を展望した管理不全空家化予防施
策の検討

１　管理不全空家対応の加速化に向けた緊急措置としての
経過観察調査
２　困難案件への対応力強化に向けた所有者調査委託等
３　管理不全空家の自主改善を進める誘導施策・指導力強
化

建築局 ○

南 6
いわゆる「ごみ屋敷」対策事業等における支援
困難者への対応に係る専門家の派遣について

　複合的な課題を抱えている支援困難なケースに対して、福
祉・保健分野の学識者や臨床心理士、精神科医等の派遣の
実施

健康福祉局 ○

１　個人情報保護に関する統一的なセキュリティレベルの確
立と各所属の実情を踏まえた対策支援の実施
２　区役所における各業務の個人情報の取扱い・保管方法
等のマニュアル化
３　個人情報の取扱い等のソフト面と鍵付き書庫の購入・設
置等のハード面の支援窓口の一本化

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



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

南 12 地震火災対策重点路線の早期整備について
１　汐見台平戸線の整備の推進
２　六角橋線における未着手区間の早期事業化
３　泥亀釜利谷線の現道のない区間510mの早期整備

道路局 ○

港南 1
地域ケアプラザにおける防犯対策強化につい
て（防犯対策の検討及び防犯カメラの設置）

１　防犯カメラの設置基準や運用ルールも含めた地域ケアプ
ラザの防犯対策検討会の開催
２　区内６か所の地域ケアプラザに防犯カメラと画像記録装
置を設置

健康福祉局 ○

港南 2
自立生活安定化支援事業（健康福祉局生活支
援課既存事業）の対象者拡大について

　事業の対象者を、寿地区の簡易宿泊所に住む生活保護受
給者限定ではなく、全市的に転居支援が必要な被保護者に
拡大

健康福祉局 ○

港南 6 期日前投票所の体制の充実
　期日前投票所の人員体制の充実が図れるよう、人材派遣
の増強、局職員の平日における無指名応援の実施

選挙管理委員会
事務局

○

保土ケ谷 1 生活保護受給者に対する家計相談支援事業 　生活保護受給者に対する家計相談支援事業の局事業化 健康福祉局 ○

保土ケ谷 3
地域防災拠点への職員動員計画の見直し及び
地域防災協力員制度の創設について

１　31年度の職員動員計画の策定に向けた基本方針等の見
直し
２　地域防災協力員制度の創設に向けた要綱等の策定

総務局 -

保土ケ谷 7
バリアフリー基本構想を住民が提案する際の
コーディネーターの派遣、支援について

道路局 -

保土ケ谷 7
バリアフリー基本構想を住民が提案する際の
コーディネーターの派遣、支援について

都市整備局 -

保土ケ谷 20
地区センター体育室への空調設備導入につい
て

　安心・安全な利用環境を整備するため、各地区センターの
体育室に空調設備を設置

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 -

磯子 1 女性福祉に関する相談体制の強化
１　女性福祉相談員の増員
２　専門相談員（弁護士、カウンセラー）の配置
３　対応件数増に伴う事務費の追加配付

こども青少年局 ○

磯子 2
放課後児童育成事業の補助金実績報告の簡
潔化・効率化

１　実績報告書等の補助金様式の見直し、あるいは入力シ
ステムの構築
２　各クラブの負担感軽減に向けた区局合同検討プロジェク
トの実施

こども青少年局 ○

磯子 3
市立保育所の施設等に関する老朽化対策の推
進

　老朽化が進む私立保育所の修繕工事の実施 こども青少年局 ○

磯子 4 特定健康診査・がん検診の啓発について 　広く市民を対象とした特定健康診査・がん検診啓発の実施 健康福祉局 ○

磯子 5
最低賃金の上昇に伴う学校施設活用型コミュニ
ティハウス委託料の見直し及び最低賃金上昇
時の人件費予算の増額制度新設について

１　最低賃金上昇分についての予算措置
２　指定管理施設の賃金水準スライドのような、学校コミュニ
ティハウスに対して最低賃金の上昇を反映できる制度の新
設

教育委員会事務
局

-

磯子 6
次期指定管理者公募時に提示する指定管理料
の「区指定上限額」の適切な設定について

１　指定管理者公募の際に適切に上限額を設定できるよう
に、予算の確保ができる制度設定
２　区の予算で対応できない案件にかかる修繕予算の確保

市民局 ○

　住民主体のバリアフリー基本構想作成の際、検討および
資料作成への助言・指導などを行うコーディネーターの派
遣・支援
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磯子 7
青少年の地域活動拠点づくり事業の充実につ
いて

　青少年の地域活動拠点において、安定的な運営の確保等
に向けた補助の拡充

こども青少年局 -

磯子 10
行政対象暴力や交通事故の被害にあった職員
への寄り添った対応

１　被害発生後の職員や職場へのメンタルケアのために犯
罪被害に知見のある専門スタッフの配置や育成
２　行政対象暴力等相談室（制度）の新設
３　被害後の諸手続きにおいて「職務」としての位置付け

総務局 ○

緑 1
地域住民共助の地域交通（ボランティアバス）
への支援について

１　本格運行にあたり、地域で調達することが困難な経費を
補助金として交付
２　他地区でも展開していくため、実証運行を始めとした支援
制度の創設

道路局 ○

緑 2
空き家を地域の活動拠点として活用するため
の制度の構築について

１　地域向け空き家活用ガイドラインの作成
２　地域が活動拠点に使用する空き家の固定資産税・都市
計画税の減免制度の創設

建築局 ○

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 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 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 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 ○

都筑 6
中小企業の展示会出展支援による販路開拓の
活性化について

　各社の単独展示に加え、複数社連携した展示や実機展示
ができるよう、テクニカルショウヨコハマにおいて出展スペー
スの維持・拡充

経済局 ○

都筑 11
河川流域に設置された防災用スピーカーの増
設等及び機能強化について

鶴見川流域に防災用スピーカーの増設と水位計及び水位と
連動した回転灯の設置

総務局 -

戸塚 2
結核服薬支援等及びＨＩＶ検査の安定的な運営
について

１　各区の必要に応じた支援体制の確立
２　薬局支援制度の拡充
３　医療通訳の年間契約

健康福祉局 ○

戸塚 3
被保護世帯等の高校生世代を対象とした進路
選択等に関する支援

　高校に行っていない子どもを含めた高校生世代に対する、
進学や就職に関する情報提供及び体験機会などの提供

健康福祉局 ○

戸塚 16
開発事業における防犯灯設置の義務化等によ
る明るく安全、安心な街づくりの推進

１　開発事業者の責任において必ず防犯灯が設置される制
度の構築
２　LED防犯灯の寄附制度や寄附受納の基準の見直し
３　LED防犯灯整備事業の拡充

市民局 ○

栄 1 区保険年金課給付事務の集約化・効率化
　区保険年金課給付事務について、集約化・効率化に向け
たモデル実施と拡大

健康福祉局 ○

栄 2
河川・水路、雨水調整池の適切な維持及び防
災機能の強化

１　定期的な堆積土砂の掘削、河床洗掘防止実施
２　定期的な除草・伐採の実施
３　親水拠点における適期に除草や老朽化した施設の更新

道路局 ○

栄 4
地域緑のまちづくり事業終了後のアフター支援
制度の確立について

　創出した緑についての専門家による定期的な維持管理状
況の確認及び維持管理方法等についての助言や支援

環境創造局 ○

栄 5 地域防犯カメラ設置補助事業
１　県への地域防犯カメラ設置補助事業継続の働きかけ
２　横浜市として地域の防犯カメラ設置に対する補助に関す
る予算措置

市民局 ○
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泉 1
深谷通信所跡地利用計画の推進及び暫定利
用の促進について

政策局 ○

泉 1
深谷通信所跡地利用計画の推進及び暫定利
用の促進について

健康福祉局 ○

泉 1
深谷通信所跡地利用計画の推進及び暫定利
用の促進について

環境創造局 ○

泉 1
深谷通信所跡地利用計画の推進及び暫定利
用の促進について

道路局 ○

泉 6
廃校後の学校コミュニティハウスに係る修繕費
の取扱いについて

　教育委員会事務局の学校併設型コミュニティハウス修繕費
を、廃校後の学校コミュニティハウスにも執行できるよう制度
の拡充

教育委員会事務
局

-

瀬谷 1
旧上瀬谷通信施設跡地のまちづくりプロジェク
トの推進

　旧上瀬谷通信施設内の土地利用基本計画策定及び事業
化に係る検討

都市整備局 ○

瀬谷 2
下水道直結式仮設トイレ設置事業に伴う保管
場所の検討・対策について

　災害時に活用する下水道直結式仮設トイレの器材の保管
が困難な学校に対して保管用の倉庫を設置

資源循環局 -

瀬谷 8
寄り添い型生活支援事業の効果を最大限発揮
するための事業の再構築

１　生活支援アシスタントとしてボランティアのほかに常駐ス
タッフの配置
２　各区の実情に応じた特色ある支援に対する加算メニュー
の新設

こども青少年局 ○

１　跡地利用基本計画の着実な推進や環状３号線（国道１号
付近～立場駅付近）の事業着手
２　公衆トイレの整備等暫定利用の早期整備



（様式３－２）

担当者名
奥村
新井

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 佐々木 TEL

対応の有無

対応しない場合

・市が保有する未利用地等を各区が調整し、スポーツ広場として供用可能となった場合の整備にか
かる費用負担について、引き続き前向きに検討します。
・来年度については、具体的な案件がなく、予算措置できないため対応できません。

◇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

・鶴見区体育協会、鶴見区野球協会、鶴見区サッカー協会及び鶴見区スポーツ推進委員連絡協議会の代表者等か
ら、「区内はスポーツができる施設が限られているため行政には鶴見区民がスポーツに親しみやすい環境づくり
に引き続き取り組んでいただきたい」との要望が寄せられています。
・区づくり推進横浜市会議員会議において、「民間が保有している資産等の活用なども含めて、市民利用につい
て早い段階で情報をキャッチし、区や局で横断的に行ってほしい」との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。

・鶴見区と包括連携協定を締結している鶴見大学に対して、保有するグラウンド開放の可能性について調査を依
頼しています。
・市立小中学校においては既に学校開放が行われていますが、行われていない区内市立高校（東高校・サイエン
スフロンティア高校）に対して、グラウンド開放の可能性について打診したところ、部活動への影響や開放に際
しての管理体制等の諸課題が提起されています。

◇課題解決のための方策

「身近なスポーツを行う場や機会の確保」を鶴見区を含めた全区で推進するために、次の取組を提案します。
①　各区が行う市内大学・企業等の保有するスポーツ施設の地域開放に向けた調整等への協力
②　各区で調整し、スポーツを行う場として提供可能な市保有する未利用地等への安全柵の設置等の最低限の整
備

新たな整備に向けた委託費：        千円

１　区内スポーツ関連団体から、区内において日常的な練習や大会を開催するための施設が不足しているという
声が寄せられています。とりわけ、閉鎖されることが決定した鶴見区スポーツ広場を含め、区内における野球や
サッカー等の屋外スポーツの大会を開催することのできる施設については土日に利用申込が集中しており、競技
団体による区民大会の開催等に支障が生じつつあります。
２　鶴見区としても、ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリンピックを契機に、より区
民の誰もが健康で心豊かな生活を送るために、身近な場所（地域）でスポーツに親しむ機会の提供や環境づくり
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（　区づくり推進横浜市会議員会議等における議員意見　）

◇区民からの具体的な要望

671-3583

地域スポーツの振興に向けたスポーツ環境の充実について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

鶴見区
地域振興課
区政推進課
510-1695
510-1677

市民局
中区
①のみ港北区、②のみ青葉区

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 スポーツ振興課

対応しない その他

対応する場合

所管局課・担当者 市民局スポーツ振興課：伊藤係長　佐々木係長

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 森 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 矢口・砂 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 放課後児童クラブ事業

◇対応の内容
クラブ自己資金不足対策に伴う移転準備補助金等の拡充や、移転後の利用者負担急増緩和策として運営
費の加算補助を創設し、支援策の拡充を図ります。

こども青少年局 放課後児童育成課

対応する 予算対応する

放課後児童クラブ施設の基準適合の推進に向けた支援の拡充について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

鶴見区 こども家庭支援課

510-1886

こども青少年局
神奈川区、西区、南区、港南区、旭区、金沢区、
港北区、緑区、青葉区、都筑区、泉区

◇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

  クラブ運営団体から、①耐震基準適合性確認の支援、②実情に応じた移転及び家賃補助、③物件探し
のための支援の充実について強い要望がある。

◇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。

①地域の家主等をクラブに紹介・調整し、基準適合施設への移転を実施。（平成29年度：３か所）
②基準未適合クラブの状況に合わせ、地元不動産業者に物件探しを依頼。（紹介：３件）

◇課題解決のための方策

　クラブの立地条件や自己資金の状況に合わせたきめ細やかやな支援を行い、基準適合のための分割・
移転を進めるとともに、対応後の安定的なクラブ運営のため、補助メニューの見直し及び拡充を実施す
る。

【新規】現施設の耐震診断費用の補助
【新規】耐震工事に要する費用の補助
【変更】実情に応じた移転費用の補助の見直し及び拡充（現行：一律上限250万円）
【変更】利用児童数や地域の不動産相場に応じた家賃補助の見直し及び拡充（現行一律上限20万円/
月）
【新規】物件探索のためのクラブ事務諸経費の補助

　「横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例」に基づき、放課後の子どもた
ちの安全安心な居場所の確保のため、31年度末までに、施設の耐震及び及び児童１人あたりの面積につ
いて基準が未適合である放課後児童クラブ（以下、クラブ）に対し、分割及び移転のための支援をして
います。しかし、クラブの立地条件により、学校周辺に基準適合する物件の確保が困難な場合がありま
す。現行の一律の補助メニューでは対応が困難なクラブに対し、実情に応じた補助金額の設定など、補
助メニューの見直しが必要です。
【物件の確保が困難な理由】
①　クラブ又は家主の自己資金のみでは現施設の耐震診断実施が難しく、耐震性が証明できない。
②　移転候補物件について、検査確認済証がなく耐震性が証明できない。
③　学校やクラブが鉄道駅に近く、移転先の不動産相場が補助金を大きく上回る場合、クラブの自己資
金が不足する。
④　①～③などの理由から、就労する保護者を中心としたクラブの運営委員会では、移転先を探すこと
が容易ではないこと。

◇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

671-3758

対応する場合

所管局課・担当者 こども青少年局放課後児童育成課　矢口係長

対応の有無



（様式３－２）

担当者名 藤本 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 伊藤 TEL

対応の有無

対応しない場合

防災情報Ｅメールのうち、日本気象協会のサービスを利用して自動的に配信される情報の英語以外の
多言語化には、日本気象協会が運用しているシステムを改修しなければならず、現時点では困難で
す。
当面は、本市から直接発信する防災情報Ｅメールについて、日本語だけでなく新たに、「英語」と
「やさしい日本語」による発信を検討します。また、防災情報Ｅメールを含め、情報発信手段の多言
語化について、関係課と調整していきます。

◇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

外国人は防災情報に接する事が少ないので、母国語で情報が得られることで、防災意識を高めること
ができます。区役所窓口では外国人の来庁者が増加しており、多言語での案内対応が必要です。

◇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。

「安心のまちづくり」として減災・防災力の向上を進め、災害に強いまちづくりを進めることを区運
営方針の重点目標としています。
窓口において、外国語版の防災に関する冊子等を配布しています。緊急情報以外の区内情報はメール
マガジンを配信しています。

◇課題解決のための方策

防災情報は迅速な提供が不可欠であり、母国語での対応ができれば、避難行動等が素早くできます。
また、外国人へ積極的に横浜市防災情報Ｅメールを登録してもらうように広報していくことで、防災
訓練等の地域活動への外国人の参加をすすめることができます。

横浜市防災情報Ｅメールを現在の日本語、英語に加えて、「ハングル、中国、スペイン、ポルトガ
ル、タガログ、ベトナム、タイ、インドネシア及びやさしい日本語」に対応したシステムの開発。

現在、横浜市防災情報Ｅメールは日本語と英語の案内で他の言語に対応していません。鶴見区には
様々な国の方が居住しており、５年前の約20％増、10年前の約30％増の状況で、市全体でも５年前と
比較して約13％増、10年前と比較して約20％増で、多言語に対応していくことが急務です。また、ラ
グビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人が横浜に
来られることが想定されます。その様な一時的な滞在者へも迅速に多言語で災害情報を発信すること
は、安全・安心で快適なおもてなしの横浜の実現が可能です。

◇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（　区役所内で課題意識があったため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-3454

横浜市防災情報Ｅメールの多言語化について11

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

鶴見区 総務課

510-1656

総務局
中区、南区、港南区、保土ケ谷区、金沢区、
瀬谷区

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

総務局 情報技術課

対応しない 予算化見送り

対応する場合

所管局課・担当者 総務局危機管理室情報技術課　伊藤

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 赤井・及部・南雲 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 高瀬 TEL

担当者名 辰巳 TEL

◇計上(要求)額

千円

対応しない場合
◇対応する場合の課題

関連区局等との調整状況

対応する場合
◇対応の内容

情報セキュリティポリシー、個人情報保護のルールの整理等により、制度面での支援を実施しま
す。

◇局事業名 ◇計上(要求)額

個人情報保護推進事業

◇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

特にありません。

◇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。

鶴見区運営方針：Ⅲ　目標達成に向けた組織運営「区民や社会の期待・信頼に応える区政を推進するために、職員一人ひと
りが自らの役割を自覚し、現場の視点を生かした行政サービスを正確・迅速・丁寧に提供します。」
１　個人情報の保管については、各所属での対応となっており、鍵付き書庫の購入経費については、区に充分な予算措置が
されていないため、各所属が個別に業務所管局に要求しているところです。
２　運営方針に定めた目標達成に向け、各所属の現状調査・把握を行い、区独自ルールの策定を進めているところです。

◇課題解決のための方策

区役所における各業務は、その業務内容により所管局が異なりますが、本件については、取扱い・
保管方法等については、統一的なセキュリティレベルに基づき、各所属の実情に応じた対応策が必
要であると考えます。
また、鍵付き書庫の購入や設置等については、各所属での対応ではなく相談調整窓口の一本化が必
要であると考えます。

１　個人情報保護に関する統一的なセキュリティレベルの確立と各所属の実情を踏まえた対策支援の実施
２　区役所における各業務の個人情報の取扱い・保管方法等のマニュアル化
３　個人情報の取扱い等のソフト面と鍵付き書庫の購入・設置等のハード面の支援窓口の一本化

１　個人情報の保管等については、「個人情報を含む書類やデータについては鍵の掛かる書棚等で保管すると
  ともに～」や「端末機にはワイヤーロックなどの盗難防止対策を講じること～」等の内容が通知されていま
  す。
２　現状は、時間外・回議中・離席時などの取扱いマニュアルは無く、各所属・各自での対応となっていま
  す。
３　個人情報の適切な取扱いを徹底するためには、各職員の意識向上だけでなく、保管等の具体的な方法、取
  扱いマニュアルが必要となっています。
４　保管方法については、各庁舎のレイアウトやスペースが異なるため、設置場所や鍵付き書庫等の購入に伴
  う経費負担も課題となっています。

◇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（　所属からの要望　）

◇区民からの具体的な要望

◇局事業名

区役所における個人情報の適切な管理等について13

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

鶴見区 総務課

510-1655

総務局、市民局 中区・港北区

671-3792

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

情報セキュリティポリシー、個人情報保護のルールの整理等により、制度面での支援を実施しま
す。

総務局 行政・情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課

対応する 既存の制度で対応する

対応する場合

所管局課・担当者
総務局行政・情報マネジメント課
市民局市民情報課

◇課題に対する局の考え方

千円

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

市民局 市民情報課

671-3883

対応の有無 対応する 既存の制度で対応する



（様式３－２）

担当者名 深沢、二瓶 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 中島・吉澤 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 災害対策備蓄事業

◇対応の内容

　生活用品の更新について、１か年で対応できるよう必要経費を予算計上します。
また、耐用年数を踏まえた計画的な更新に取組めるよう、引き続き、検討を進めていきます。

総務局 危機管理課

対応する その他

対応する場合

所管局課・担当者 総務局危機管理課　中島係長

地域防災拠点における生活用品の更新について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

神奈川区 総務課

411-7004

総務局 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

・古い品物を肌に触れさせるのは抵抗がある。
・備蓄品が「いつまで使えるものなのか」分からないと不安

◇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。

　自助・共助の観点から家庭内備蓄について、地域での出前講座等を通じて啓発してきました。

◇課題解決のための方策

　ほ乳瓶、生理用品、紙おむつ、紙パンツを３か年程度で更新を行います。更新時は、保存期間や使
用期間の目安を表示するなどして、使用期間に対する地域の不安が極力少なくなるようにします。
　また、更新後の備蓄品が、再度20年近く経って劣化しては意味がありません。全市的な備蓄計画の策
定によって、定期的な更新を担保することで、地域の不安を解消します。なお、利活用の仕組みをあわ
せて構築することがより効果的と考えます

市全体459拠点で積算した場合　合計　63,709千円　【21,236千円】　　※【　】は３か年で更新した場合

　各地域防災拠点には、食料に加えて、生活用品や避難生活に必要な資機材等を備蓄しています。食料
は、賞味期限に合わせて定期的に更新を行っているほか、資機材についても老朽化が著しいものや取扱
いが難しいものなどを最優先に更新を行っています。
　一方、生活用品の多くは、備蓄から20年以上が経過し、一度も更新されていません。生活用品の中で
も、ほ乳瓶、生理用品、紙おむつ、紙パンツについては、使用時に一定時間直接肌に触れるもので
す。しかしながら、長期間保存され、劣化が進んでいるため、避難者が使用時に「肌のかぶれ」等事故
のリスクがあります。また、デザインや機能面からも陳腐化が進んでいます。

◇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（地域防災拠点運営委員会からの要望）

◇区民からの具体的な要望

671-2011

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 野澤・塚原 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 堀・加藤 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 市民局窓口サービス課　堀係長

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

671-2176

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

マイナンバー業務におけるセキュリティの向上及び効率的な業務処理に向けた、戸籍課窓口及び執務室
のレイアウト・什器等の整備2

提案内容
・

概算額等

市民局 窓口サービス課

対応する 既存の事業で対応する

・窓口及び執務室の什器等の購入
・業務用端末等の配線工事　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

神奈川区 戸籍課・総務課

411-7034

市民局 鶴見区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・マイナンバーカードの紛失をふまえ、戸籍課では様々な再発防止策を実施しており、安定的、継続的
に対策を実施していくためには、少しでも職員の負担を軽減する必要があります。
・戸籍課は、区庁舎建設時の窓口配置を基本とし、その後の業務変化に対応する形で少しずつレイアウ
ト変更等を行った結果、効率的な事務処理が難しいレイアウトになっています。特に、新規業務である
マイナンバーカードの交付業務は、受付から交付までのお客様及び職員の動線が長く、また、住民異動
に関する業務処理をする職員の動線と交錯しています。結果として、お客様の待ち時間が長くなるとと
もに、職員への負担となっています。

◇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

・二度とマイナンバーカードを紛失しないで欲しい。
・引越しの手続きに来たが、待ち時間が長い。

◇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。

・個人情報保護審議会の答申（30年２月９日）をふまえ、市民局からの指示に基づき、マイナンバー
カードの紛失事案に係る再発防止策を実施しています。
・待ち時間の短縮については、30年度においては、職員勤務体制の工夫や業務委託等により改善を図っ
ています。

◇課題解決のための方策

・市民局窓口サービス課が、セキュリティ対策及び機能的な什器等に詳しい専門業者から、セキュリ
ティの向上及び効率的な事務処理に関する提案を受けているため、その提案を実現します。

◇対応の内容

レイアウト等の改修について、対応します。



（様式３－２）

担当者名 清水 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 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

・通報から受診までをスムーズに実施してほしい
・緊急時に、家族や施設、受診先等との連絡調整をしっかり行ってほしい

◇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。

これまで職員の個人用携帯で連絡せざるを得ない状況があり、23条通報等の対応は調整に時間がかか
るため多額の通話料が職員負担となったり、家族等との連絡に個人用携帯を使用するのが戸惑われる
場面がありました。そのため現在神奈川区ではやむなく個性ある区づくり推進費で携帯電話の契約を
行っていますが、本来個性ある区づくり推進費は各区の個別性や区役所の自主性に基づく事業に対す
る予算であり、本件については、高齢者やこどもの虐待防止、女性福祉相談等の事業同様、全市共通
の課題として局で対応するべきものであると考えます。また、18区がそれぞれ携帯電話の契約を行っ
た場合、各区で契約事務を行うため非効率です。

◇課題解決のための方策

横浜市全体の法定業務であることを鑑み、健康福祉局が携帯電話を一括で事務手続き（契約・支払）
し、各区の障害者支援担当に配付します。

      円×12か月×18区＝         円

障害支援業務に際しては、精神保健福祉法第23条に基づく警察官通報業務や障害者虐待対応等、常時
緊急対応を要する業務があるにもかかわらず、緊急時の連絡手段が整備されておらず、担当職員等の
自己負担等により対応しているところも少なくありません。高齢者虐待、こども虐待防止、女性福祉
相談等の事業については、緊急時の対応における体制の整備を目的に局所管課が一括で契約した携帯
電話が各区に配付されています。
障害者支援業務では、各種通報の件数等は他の制度と比べ少ないものの、常時一定数の23条通報は生
じていることや、地域で障害者を支える取り組みを進める中で、今後、各区に求められる役割も増え
ることが想定されるため、全市統一で携帯電話等の配付を要求します。

【精神保健福祉法　抜粋】
第二十三条　警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神
障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直
ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
第二十七条　都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者
について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならな
い。
（精神保健福祉法における「都道府県」は横浜市に読み替えます）
【23条通報件数（平成29年度）】

※区役所は平日日中と深夜帯で対応し切れなかった対象者を担当しています。

◇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

671-3606

精神保健福祉法第23条に基づく通報対応やその他緊急の障害者対応等に活用する携帯電話の配備につ
いて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

神奈川区 高齢・障害支援課

411-7114

健康福祉局
鶴見区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭
区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・
戸塚区・栄区・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 精神保険福祉対策事業

◇対応の内容

携帯電話の導入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

所管局課・担当者 健康福祉局障害企画課 中村係長

◇課題に対する局の考え方



（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



54台 47台 8台 6台 132台

利用
台数
(台)

減免
対象
(台)

減免
割合

利用
台数
(台)

減免
対象
(台)

減免
割合

利用
台数
(台)

減免
対象
(台)

減免
割合

利用
台数
(台)

減免
対象
(台)

減免
割合

利用
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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鶴見区

総合庁舎

５４台平日

神奈川区

総合庁舎

４７台平日

西区庁舎

８台平日

中区庁舎

６台平日

南区

総合庁舎

１３２台平日



（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 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 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



（様式３－２）

担当者名 吉田 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 田中・宇田川 TEL

対応しない場合

政策局、都市整備局、一部区役所等で構成する「地震火災対策推進プロジェクト」において、各区局
と協力し、広報の強化や民間企業との連携などの設置促進策に取り組んでいます。また、個人で設置
することが困難な方々への対応は引き続き検討してまいります。

◇対応する場合の課題

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 横浜市感震ブレーカー等設置推進事業

◇対応の内容

対応する場合

所管局課・担当者 総務局危機管理室 危機管理課 田中・宇田川

671-3456

総務局 危機管理課

対応しない 制度化見送り

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

中区 総務課

224-8112

総務局危機管理室

◇課題解決のための方策

１ 東京都杉並区で実施している感震ブレーカー設置事業を参考に、感震ブレーカー購入は市が一括で
購入。業者との協定により、取り付け料金を一律2000円程度とし、申請者はこの料金を負担します。
２　申請方法は対象地域の個人として町内会での取りまとめ及び申請件数10件以上の要件を廃止しま
す。
３　市内の電気事業者と市が協定を締結したうえで、申請者に対しての設置と使用方法説明を業者が
担います。

・東京都杉並区の事業を参考にした申請方法の見直し
・簡易タイプ感震ブレーカー取り付けに関する業者との協定締結
・簡易タイプ感震ブレーカー単価　約￥　　（おもりタイプ）×7,000個　概算額      万円

１ 中区では、元禄型関東地震の火災による焼失棟数は11,279棟あり、地震発生時の出火防止対策が大
きな課題となっています。また、平成27年3月に閣議決定された首都直下地震緊急対策推進基本計画に
おいても、電気に起因する出火の防止策として、木密市街地に対する感震ブレーカー等の普及率を平
成27年からの10年間で25%とする目標が掲げられています。
２ 感震ブレーカー設置は地震発生時の出火に対する課題解決のための有効な方法のひとつであり、平
成27年度から総務局危機管理室で「簡易タイプ」購入費用に対する補助事業を始めています。
３ 平成29年度から、危機管理室事業の申請要件が「自治会町内会加入世帯の５割以上」に緩和され、
さらに平成30年度から「加入世帯の概ね10世帯以上へ、補助対象製品を購入・設置するこ」となり、
補助率は「１／２（上限額：器具１個当たり２千円補助）」さらに「器具１個当たり２千円の上限内
であれば、器具購入費の他に設置費も補助」に変更されました。
４ 29年度要件が緩和されたものの、29年度の申請は３団体にとどまっており、緩和前の申請件数とあ
まり変化がありません。（中区感震ブレーカー簡易タイプ設置状況：6団体1147個）

◇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

・ 補助を受けて安価で購入しても個人で設置することが困難な方が多い
・ 設置に関する費用が業者により異なるため申請を躊躇している地域が多い
・ 購入しても設定復旧を含め使用方法がわからない
・ 自分で設置したが、感震ブレーカーがうまく作動するか不安である
上記のような意見がありました。

◇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
減災行動啓発事業における減災説明会等において、地域に対して感震ブレーカー「簡易タイプ」補助
制度の案内を行っています。

鶴見区　西区　南区

感震ブレーカー簡易タイプ設置促進事業2

項　　　　　　　目提案種別

対応の有無

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 山本 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 栗原 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

中区 福祉保健課

224-8332

健康福祉局 港南区

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

提案種別 項　　　　　　　目

3 妊娠糖尿病罹患者への糖尿病対策について

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

１　中区が４か月乳幼児健康診査で行っている妊娠糖尿病罹患歴調査では、７％の人が妊娠糖尿病に
が罹患していました。
２　１の妊娠糖尿病罹患者のうち、26.2％は産後未受診でした。
３　妊娠糖尿病罹患者は、正常な状態で出産を迎えた人と比べて、約7.43倍糖尿病になりやすいこと
がわかっています。
４　早期に生活習慣の改善を図ることで、自身の将来の糖尿病の発病を予防することに加え、家族全
員の健康増進につながることが期待されます。

◇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（医療機関からのヒアリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

妊娠糖尿病罹患者が、産後も引き続き糖尿病発病予防に取り組んでいるか心配だ。
産後、受診を自己中断している人がいる。妊娠糖尿病について啓発してほしい。

◇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

１　妊娠糖尿病罹患調査時に健診の受診勧奨をしています。
２　平成30年度においては、区配予算と区づくり推進費で、集団教育を実施しました。

◇課題解決のための方策

妊娠糖尿病罹患者向け糖尿病予防教室のモデル実施
１　産後健診機会のない人に対して、簡易な測定をします。
２　継続した健診の必要性や、食生活の改善、運動習慣の必要性について、実践も含めて集団指導を
行います。
３　１、２をモデル実施することで、対象者の仔細なニードを把握するとともに、効果的なスキーム
を検証します。

局事業名 健康横浜21推進事業、疾病の重症化予防事業

提案内容
・

概算額等
事業費250千円（内訳：賃金、報償費、消耗品費）

◇対応の内容

既に「疾病の重症化予防事業」として予算化し、妊娠糖尿病を対象とする区においては必要な経費を区配し、啓
発媒体として医療局作成の妊娠糖尿病に関するリーフレットを配布し、各区で母子訪問、健診や各種教室等の機
会を捉えて啓発できるようしています。また、今回の提案を受け、さらに医薬材料費等の予算を計上します。

671-4089

対応の有無 対応する 予算対応する

健康福祉局 保健事業課

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局保健事業課 栗原係長

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 熊野、門倉 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 吉原・村上 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 総合的な空家対策の推進

◇対応の内容

所有者調査委託や経過観察調査委託等、管理不全空家への指導強化に向けた対策を進めます。さらに空
家化の予防、流通活用の促進に向けて、相談体制強化や地域での空家活用方策等の検討を進めます。

建築局 建築指導課・住宅政策課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 建築局住宅政策課　村上課長補佐、建築指導課　吉原係長

管理不全空家対応施策の具体化と執行体制強化
及び将来を展望した管理不全空家化予防施策の検討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

南区 区政推進課

341-1233

建築局
14区（鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、旭
区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、戸塚区、
栄区、瀬谷区）

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

・所有者等の経済面や権利面等の様々な事情から、改善が進まず、区民より不満の声が出ている。
・地福計画や包括ケア行動指針等に基づき取組を推奨している地域活動の場所・拠点が不足しているな
かでは、空家を地域資源として活用したいという区民ニーズが増加

◇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。

空家マニュアルに沿った初期指導等
◇課題解決のための方策

【早急に対応すべき事項】
１　市民に危険を及ぼす管理不全空家対応の加速化に向けた緊急措置（経過観察調査委託）
２　困難案件への対応力強化に向けた専門家の活用（所有者調査委託等）
３　管理不全空家の自主改善を進める誘導施策・指導力強化
４　管理不全空家対応の加速化に向けた建築局の執行体制強化
【将来に向けて検討すべき事項】
１　まちづくりの課題と捉えた施策の検討・推進
（将来予測、福祉との連携、地域活動の拠点への活用など）
２　国への制度提案の検討

合計　20,000千円
（内訳）
経過観察調査委託費　　　　千円
所有者調査委託費　　　　千円
所有者の自主改善を進める相談体制強化　　　　千円
空家所有者に対する活用補助　1,000千円

　平成27年度の空家対策特措法の施行により、区局連携のもと、管理不全空家の対策が進められている
が、所有者による改善が進まない管理不全空家は累積する一方である。加えて今後の高齢化の進展によ
り、まち全体で空家化が急激に進むものと見込まれる。そのため、管理不全空家の改善を進める具体的
な方策や局の体制強化により、効率的に業務の効果を高めることが急務である。合わせて、空家問題を
まちづくりの大きな課題と捉えた予防的施策の検討も必要である。

◇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

671-4539
671-2922

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 長澤 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 佐々木 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 いわゆる「ごみ屋敷」対策事業

◇対応の内容

　複合的な課題を抱えている支援困難なケースへの対応力の向上を図るためのコンサルテーションの実
施は必要と考えます。活用方法を含め区役所と検討しながら進めます。

健康福祉局 福祉保健課

対応する 予算対応する

いわゆる「ごみ屋敷」対策事業等における支援困難者への対応に係る専門家の派遣について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

南区 福祉保健課

341-1182

健康福祉局 ４区（中区、港北区、戸塚区、瀬谷区）

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

　近隣住民より、堆積物から発生した悪臭や害虫、火災の危険性もあることから、早期解決を要望され
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。

　いわゆる「ごみ屋敷」対策事業においては、区の支援対応チームが堆積者宅への訪問を繰り返し行っ
ているが、堆積物の排出等、強い拒否感を示しており、行政の介入が困難となっている。
　また、一部排出を行えたものの、再び堆積が始まっている案件もある。

◇課題解決のための方策

 福祉的視点に重点を置いた「ごみ屋敷」対策を進めるためには、外部有識者等を交え、社会福祉職、
保健師等による専門的なアセスメントに基づいた対応が必要である。
 区局で進める個別事案対策検討プロジェクトよりも機能的に対応できるよう、区のみで対応している
複合的な課題を抱えている支援困難なケースに関しても、福祉・保健分野の学識者や臨床心理士、精神
科医等の派遣を行い、各分野の専門家からのコンサルテーションを実施してほしい。

　区で独自に専門家を探すことが困難なため、健康福祉局で各分野の専門家の募集、依頼を行い、区局
で協議した上で、適任者を派遣する。
講師謝金：15千円/時間×２時間×年間３回＝90千円（１区あたり）
局で18区分を予算計上する（18区合計：1,620千円）

　支援困難ケースの例であるいわゆる「ごみ屋敷」対策事業において、拒否感が強く、行政の介入が困
難な堆積者や、「溜め込み症」だと思われる堆積者への対応に苦慮している。本市のいわゆる「ごみ屋
敷」対策では、堆積者との関係を築き、堆積物等を溜めてしまった背景に沿った支援により解消を目指
すものである。しかし、区の支援対応チームによる堆積者への訪問を繰り返す一方で、条例施行後１年
半経った現在も堆積物の片付けが進まない状況にある。

◇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（職員からの意見）

◇区民からの具体的な要望

671-4049

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局福祉保健課　佐々木係長

対応の有無



（様式３－２）

担当者名 熊野 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
坂入、樗木(事業推進)
木村、関野(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

六角橋線は事業中区間の進捗状況等を見ながら、順次事業化を図っていきます。（事業推進課）
汐見台平戸線については、土木事務所の改良事業と連携し、平成34年度までに延焼遮断帯としての効果
を発揮できるよう、設計費、測量費及び用地取得費等を計上します。泥亀釜利谷線については、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
得費等を計上します。（建設課）

道路局
事業推進課

建設課

対応する 既存の事業で対応する

地震火災対策重点路線の早期整備について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

南区 区政推進課

341-1232

道路局 ２区（神奈川区、金沢区）

◇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

南　　区　Ｈ22～歩道が無く危険という意見や拡幅等要望あり、「別所地区懇談会」にて要望あり
神奈川区　未着手区間の早期整備について、Ｈ27神奈川区民協議会「区民のつどい」にて要望等あり
金 沢 区　未整備区間のうち現道のない区間530mの早期整備について区民要望あり

◇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。

汐見台平戸線・六角橋線の事業中区間は各区土木事務所で実施中
泥亀釜利谷線は、別途、金沢区の地域ニーズ案件として26年度予算要望から継続して提出中
　　　　　　　　「泥亀釜利谷線の整備促進」金沢区提案一般案件

◇課題解決のための方策

○汐見台平戸線　補助事業として整備を着実に推進
○六角橋線・泥亀釜利谷線　国交省交付金メニューの積極導入とその事業費枠の拡大要望
○枠的公共事業費とは別枠で事業費を確保
○事業推進ため所管部署の体制を強化し、地元調整は関連局が連携

●汐見台平戸線　事業費の確保と整備の推進
●六角橋線　未着手区間の早期事業化（認可取得等）
●泥亀釜利谷線　現道のない区間530mの早期整備
●事業所管部署の体制強化
測量・設計・用地買収費・工事等　３路線合計　約16億円

「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針（Ｈ26年3月）」で、都市計画道路の整備による延焼遮断帯の形
成が謳われ、「地震火災対策重点路線」として汐見台平戸線と六角橋線を位置付け、その後、Ｈ27年3月に泥亀釜
利谷線が追加されている。
【３路線の現状】●汐見台平戸線（南  区）全線着手済み
　　　　　　　　●六角橋線  （神奈川区）未着手 560 m
　　　　　　　　●泥亀釜利谷線（金沢区）未整備区間810mのうち現道のない530mに着手（H30）
○減災目標（Ｈ34年度）まで残り４年であるが、２路線で事業化の目処が立っていない未着手区間がある。
○整備事業完了までの行動スケジュールが示されていない。
○地震火災対策重点路線に位置付けされたものの、街路事業の枠内（枠的公共事業費）に留まっている。
○３路線の整備にはＨ34年度までに、事業費約118億(うち用地費約106億)円が必要と見込まれている。
○事業中の都計道整備に係る国交省道路局の交付金内示率が低く整備が進まない状況である。

◇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

371-3533（事業）
671-3542（建設）

対応する場合

所管局課・担当者
道路局事業推進課　坂入係長、樗木
道路局建設課　木村係長、関野係長

対応の有無



（様式３－２）

担当者名 高林 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 岩瀬、山口 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

港南区 福祉保健課

847-8441

健康福祉局
神奈川区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子
区、港北区、緑区、戸塚区、瀬谷区、都筑区
（提案①のみ）

　昨年度、区役所内における個人情報の盗難事件や区内の地域ケアプラザにてナンバープレートの盗
難事件などがあったことから、区内の地域ケアプラザより防犯対策の充実を求められている。

◇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。

　これまで窓ガラスが割られるなどの個別事情により区内２か所の地域ケアプラザでは、局予算にお
いて防犯カメラが設置されているが、残りの地域ケアプラザでは未設置である（その他、法人独自に
設置している地域ケアプラザが１施設）。また、福祉保健活動拠点については、複合施設であり、建
物の出入口に防犯カメラが設置されている。

◇課題解決のための方策

①地域ケアプラザの防犯対策の検討
　市内には、138か所の地域ケアプラザがあり、施設の立地や設置環境は様々である。これまで防犯
カメラの設置が必要な場合は、個別にその施設の現状等ふまえて局所管課に協議しているが、設置基
準は明確になっていない。そのため、防犯カメラの設置基準や運用ルールも含めた地域ケアプラザの
防犯対策の検討を進める。
②①の検討結果をふまえた防犯カメラの設置
　防犯カメラを出入口付近等に設置することで犯罪抑止効果を高めることができる。また、事件事故
が起きた際に画像を記録しておくことで、事件事故当時の検証も実施できる。

提案内容
・

概算額等

①防犯対策の検討
　防犯カメラの設置基準や運用ルールも含めた地域ケアプラザの防犯対策検討会の開催。
②①の検討結果をふまえた防犯カメラの設置
　区内６か所の地域ケアプラザに防犯カメラ（各施設２台）と画像記録装置を設置する。
　概算額：■万円×６施設＝■万円
（共通区分）
　概算額：■万円×42施設＝■万円
（内訳）神奈川区：５、中区：４、南区：１、保土ケ谷区：６、磯子区：４、港北区：６、緑区：
４、戸塚区：８、瀬谷区：４

提案種別 項　　　　　　　目

1 地域ケアプラザにおける防犯対策強化について（防犯対策の検討及び防犯カメラの設置）

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　昨年度、本市においても職員への傷害事件や庁舎内から個人情報が盗難されるなどの事件が発生
し、区役所には防犯カメラが設置されたが、地域ケアプラザにおいても多くの個人情報を管理し、少
人数で夜間まで開館していることを踏まえ、区役所と同様に防犯対策が求められている。
　現状、区内の地域ケアプラザ９施設の防犯対策としては、機械警備システムの導入や個別の事情に
より３施設には防犯カメラを設置している。

◇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（地域ケアプラザからの要望（利用者含む））

◇区民からの具体的な要望

対応する場合

671-4047,3613

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 地域ケアプラザ運営事業

所管局課・担当者 健康福祉局地域支援課　岩瀬係長

◇対応の内容

　地域ケアプラザの防犯対策について、開館時の防犯対策検討は指定管理者の責務としてマニュアル
の整備及び職員への指導が基本協定書に基づき義務付けられています。閉館時の防犯対策としては、
機械警備の設備を設置しています。防犯カメラについては、設置の必要がある場合、運営法人の費用
負担により実施が可能です。また防犯対策の検討については本市が所管する市民利用施設全体の状況
に応じて考えていきます。

健康福祉局 地域支援課

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 増元　翼 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 援護対策担当
加藤 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

港南区 生活支援課

847-8369

健康福祉局
鶴見区、保土ケ谷区、南区、金沢区

中区、磯子区、緑区、瀬谷区

①　高年齢や障害、傷病を理由に住まいが借りられない
②　保証人、緊急連絡先がないので住まいが借りられない

◇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。

必要に応じて、あんしん入居事業の協力不動産会社の紹介もあるが、住居探しは被保護者本人が行うこ
とが原則である。ごく稀であるが、支援が必要な場合は、担当CWが不動産会社に同行し、手続き支援を
行うこともある。また、自力で転居先を探す場合、住居探しが難航し、支援があればより早期に住居確
保が実現したと思われるケースが多数あった。

◇課題解決のための方策

あんしん入居事業による入居確保に課題があり、新規に始まった「新たな住宅セーフティネット事業」
は現時点で登録物件住戸数は少なく、またこの制度利用においては、転居までに時間がかかるといった
課題がある。
また、区生活支援課の担当CWが住居確保が必要なケースへの住まい探しの支援を行う余裕はない。
このため、既存の健康福祉局（生活支援課）事業である「自立生活安定化支援事業」の対象者を、寿地
区居住の簡易宿泊所居住者から、その他地域の被保護者に対象者を拡大する必要がある。

提案内容
・

概算額等

既存事業の対象者を、寿地区の簡易宿泊所に住む生活保護受給者限定ではなく、全市的に、転居支援が
必要な被保護者に拡大する。

提案種別 項　　　　　　　目

2 自立生活安定化支援事業（健康福祉局生活支援課既存事業）の対象者拡大について

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

【地域課題】生活保護受給者の中で、アパート転居が必要であるが、自力で転居先を探せない方がい
る。
　自らアパート等の住居を探せない単身高齢者等の生活保護受給者への住宅確保支援が必要。対象者と
しては、①UR住宅や民間の賃貸住宅居住中で生活保護基準を超える物件からの転居を要する者②老朽化
したアパートの取り壊しのために転居を要する者③退院後の住居を探している者等
【基礎データ】
①・②　単身高齢者の民間住宅利用件数　422世帯（内、基準超過家賃の世帯26世帯）　（H30.5.10時
点）
③　長期入院患者数　47世帯　（H30.5.10時点）

◇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

671-2411

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 自立生活安定化支援事業

所管局課・担当者 健康福祉局生活支援課援護対策担当藤井係長、加藤職員

◇対応の内容

国費補助事業としての居住の安定確保支援事業につきましては、本来一時的な利用が前提である無料低
額宿泊所等に長期にわたり入居されている生活保護受給者の居住の安定確保を目的としております。
　本事業につきましては、庁内プロジェクトにて寿地区の簡易宿泊所から地区外への居住支援策として
検討されてきたこと、また、平成27年度に住宅扶助基準の引き下げがなされ、簡易宿泊所から民間住宅
への転居が必要となる方が発生したことなどをふまえ、局で事業委託化して開始した経過があります。
　31年度については、対象者を横浜市内の簡易宿泊所、無料低額宿泊所、無届施設に居住する生活保護
受給者へと拡充の検討を行う予定です。ご提案のあった、住居の確保が困難な高齢者などの転居支援に
ついては、30年度に設立された居住支援協議会の場を通じて検討していく予定です。

健康福祉局 生活支援課

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 金子 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 田元 TEL

対応の有無

◇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

こんなに待つなら投票しないで帰る。投票率が下がったら選挙管理委員会の責任だ。
待ち時間を短縮するよう努力してほしい。
区内主要ターミナル駅である上大岡駅に新たな期日前投票所を増設してほしい。

◇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。

横浜市選挙管理委員会の示す基準のとおり期日前投票所を運営しています。しかし利用者は増加傾向
にあり、その体制では対応しきれず、選管職員が応援に行かなければならない状況が増えています。
さらに混雑した状況では区役所総務課職員及び他課職員に急遽応援してもらい（常時５～８人）、混
雑している選挙人の通行などの案内・整理を行い混乱を防ぎました。

◇課題解決のための方策

 選管職員が応援に入る状況を作らないためには、利用者の増える期日前７日間は当日投票所並みの
職員数（投票管理者の他４人）が必要です。しかし、区職員でこれまで以上に負担することは通常業
務との兼ね合いを鑑みると困難です。
　また、港南区では、期日前投票所の混雑緩和、選挙人の利便性の向上、投票率向上を図るため、上
大岡駅に期日前投票所を新設することを現在検討中です。上大岡駅に期日前投票所を設置する場合、
市内でも利用者数が多い有数の駅という同駅の特性を鑑みると、非常に多くの選挙人が利用すると想
定されるため、市選管の提案する期日前３日間の開所では対応しきれないと判断し、期日前７日間開
所できる場所を検討・調整しています。
　いずれの場合も従事職員を増やす必要がありますが、区職員のみで負担することは困難であり、平
日においても局職員が応援従事できる仕組みが必要となります。

期日前投票所の人員体制の充実が図れるよう、人材派遣の増強、局職員の平日における無指名応援の
実施

１　港南区役所期日前投票所は駅から近く、利用者が多くなり、衆院選では待ち時間が１時間を超え
るほど混雑しました。
２　期日前投票制度は、利便性が向上し、また、広く市民に浸透してきています。
３　職員の配置数や受付端末台数、期日前投票所の数などの体制充実が急がれます。
　（参考）衆院選期日前投票者数（前回H26）　36,086人（22,443人）
４　区職員は、すでに期日前投票期間の平日に応援従事をしており、それぞれの本来業務のある中、
これ以上の負担は困難です。局職員の応援体制の充実が必要です。

◇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

671-3335

期日前投票所の体制の充実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

港南区 総務課

847-8309

選挙管理委員会事務局 鶴見区

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

期日前投票所の体制充実については、ハード面の充実と人材派遣の増強等を行います。

選挙管理委員会事務局 選挙課

対応する 既存の制度で対応する

対応する場合

所管局課・担当者 選挙管理委員会事務局選挙課　飯田庶務係長

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



（様式３－２）

担当者名 西田 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 大内・吉澤 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 生活困窮者支援制度家計相談支援事業

◇対応の内容

 保護廃止が見込まれる世帯やこどものいる世帯への家計相談支援事業については、将来へ向けての
自立支援の観点から、意義や効果があると認識しているため、局で予算を計上します。
　その他の対象者については、自主企画事業の効果を踏まえ、すでに生活困窮者を対象に実施して
いる事業との連携等を含め、具体的にどのような事業スキームを構築していくとよいか、次年度の
実施結果等を含めて検討を進めていきます。

健康福祉局 生活支援課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局生活支援課大内係長・吉浦

生活保護受給者に対する家計相談支援事業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

保土ケ谷区 生活支援課

334-6310

健康福祉局 鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・旭区・磯子区・
港北区・緑区・都筑区・戸塚区・栄区

◇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

１　生活保護費に見合った生活レベルにしたい
２　こどもの教育資金を貯めたい
３　家賃や光熱水費の滞納を解消したい
４　借金を片付けたい
５　保護廃止後の家計収支が知りたい

◇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。

【自主企画事業】
平成29年度より生活保護受給世帯の家計相談支援事業を実施しました。
実施世帯数は、28世帯。そのうち効果が認めれた世帯は21世帯（75％）でした。
《目標達成例》
１　家計の問題点が明確になり、収支の立て直しができた
２　多額の過払い金があることが判明し保護脱却した
３　家計を見直し、こどもの教育資金を貯め始めることができた
４　保護廃止後の家計不安がなくなった

◇課題解決のための方策

今般、国からも、生活保護受給者に対し家計相談支援事業を積極的に推進するよう通知がありました。また、当
区で独自に実施した家計相談支援事業の結果を踏まえると、全市で実施した場合、より多くの自立効果が期待で
き、事業の有効性は非常に大きなものとなります。
特に「母子世帯」「その他世帯」については、経済自立に向けた有効な支援になります。

生活保護受給者に対する家計相談支援事業を健康福祉局事業により実施する。
委託費（１区当たり）：1,200千円
※区配予算ではなく、生活困窮者自立支援事業の対象を拡大し、同一事業として実施する。

近年、生活保護受給者の抱える問題は複雑化し、担当職員個人の努力や経験による取組だけでは十分な支援が行
えない状況となっています。横浜市では、これまで就労支援を始め、学習支援や年金相談支援などの自立支援プ
ログラムを実施しています。
また、生活保護受給者の中には、家計収支の状況把握や、中長期的な生活設計を踏まえた日々の生活の組立を困
難だと感じている方が多く存在しています。

◇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（日常的に生活支援を実施しているケースワーカーからの情報、学校からの情報）

◇区民からの具体的な要望

671-2429

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 三瓶 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 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

保土ケ谷区 総務課

334-6226

総務局 港南区、港北区

　地域防災拠点運営委員会などで拠点参与等の責任職との関りはあるが、発災時に実際に支援してもら
う拠点動員者との関りが年に１回しかなく、顔の見える関係が構築できていない。
　運営委員会としても動員職員が各拠点の特性や課題、設備等を把握しているのか不安に感じている。

◇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。

　区の拠点動員者の指定については、人事異動や動員除外者等のやむをえない事情を除き、原則前年と
同じ職員を指定することで、入れ替わりが 小限になるよう努めています。

◇課題解決のための方策

　拠点動員職員の局・区による割り当てを見直し、各拠点の直近在住職員（所属問わず）４名以上とし、人事異
動があっても変更せず、原則固定化し、平常時から運営委員会等に参加することで、地域との顔の見える関係が
構築されます。併せて、各拠点の特性や設備等に精通することもできます。
 また、退職した横浜市職員が震災時や平常時の地域防災拠点の運営を支援できる登録制度を創設することで、本
人の意志を尊重し、有する知識、技能及び経験を地域防災拠点の運営に生かすことができます。

提案内容
・

概算額等

31年度の職員動員計画の策定に向けた基本方針等の見直し
地域防災協力員制度の創設に向けた要綱等の策定

提案種別 項　　　　　　　目

3 地域防災拠点への職員動員計画の見直し及び地域防災協力員制度の創設について

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　現在の職員動員計画は、市防災計画に基づき各区局長が所管の区局職員の動員先をあらかじめ定める
とされており、全員配備となる震災等の災害発生時は、基本方針に基づき、地域防災拠点動員者として
局職員２人以上、教職員（連絡調整者）２人以上及び当該区職員２人以上を動員すると定められていま
す。しかし、局職員・区職員は人事異動などにより動員者の入れ替わりが多く、各拠点の特性、資機
材・設備の把握が困難な状況です。さらに、平常時における動員は年１回の拠点訓練時に限られ、地域
と行政との顔の見える関係の構築が難しい状況です。
　また、横浜市防災計画震災対策編において本市退職者による地域防災協力員制度が明記されているも
のの、要綱等も定められておらず、創設には至っていない状況です。

◇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

671-2064

対応の有無 対応しない 制度化見送り

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

総務局緊急対策課　平井係長・菅野所管局課・担当者

対応する場合

◇対応の内容

総務局 緊急対策課

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

職員の固定化は各所属での災害対応に課題が生じるため、従来通り各局が所属外動員者とした職員を各地域防災
拠点の直近動員者として登録することが望ましい。
地域防災協力員は、市のＯＢ組織である港友会を通じて参加・協力を呼びかけ、各区ごとの組織として、平成９
年４月に設立、平成10年５月には、全市で355人の参加者があったと市会答弁は残っていますが、具体的な資料は
残っていません。

◇対応する場合の課題

各所属において発災時の災害対応を期待される職員も、地域防災拠点動員となり、各区局の災害対応に影響が生
じる。また、動員に配慮が必要になった場合の対応等、運用面の整理が必要である。
なお、地域防災協力員については各区ごとの組織として平成９年４月に設立されたと思われますが、その後、
市、区ともに参加状況等を把握しておらず、再組織は困難な状況です。



（様式３－２）

担当者名 廣澤・土方 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 石井、今井 TEL

◆局回答内容

担当者名 市川・岩崎 TEL 671-2932

対応の有無 対応しない 制度化見送り

対応しない場合

住民提案制度は、住民等の主体的な検討を尊重するものであるため、必要に応じて、過年度の基本構
想策定による知見等を区役所や派遣されたコーディネーターに提供するなど、検討のサポートを行い
ます。

◇対応する場合の課題

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

コーディネーターの派遣については、既存のまちづくり推進条例に基づく支援制度の中で、対応して
いきます。

◇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
◇対応の内容

都市整備局 地域まちづくり課

対応しない その他

671-4086

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 道路局　横浜市バリアフリー基本構想策定事業　ほか

対応する場合

所管局課・担当者
道路局企画課　石井係長

都市整備局地域まちづくり課　　市川係長

◇対応の内容

道路局 企画課

バリアフリー基本構想を住民が提案する際のコーディネーターの派遣、支援について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

保土ケ谷区 区政推進課

334-6227

道路局、都市整備局 神奈川区、金沢区

◇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

・常盤台地域ケアプラザで開催しているワークショップにおいて、（仮称）羽沢駅の開設に伴い、今
年度、まちあるきなどを開催し、住民提案によるバリアフリー基本構想を作成する予定です。

◇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。

・道路局企画課がバリアフリー基本構想に関する出前塾を実施しました。

◇課題解決のための方策

・住民等からの基本構想の作成提案という趣旨から、住民等の主体的な検討を尊重することを前提
に、まちあるき等で出された意見について、適切な助言をしつつ意見集約し、住民主体の検討および
資料作成への助言・指導などを行う、バリアフリー分野に精通したまちづくりコーディネーターの派
遣、支援

・住民主体のバリアフリー基本構想提案の検討に関するコーディネーター派遣、支援

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）では、住民等の
計画段階からの参加の促進を図るための措置として、住民等からの基本構想の作成提案制度が創設さ
れました。
・住民等が主体となり検討を進めるためには、基本構想の提案をまとめるためのコーディネート力や
提案要件に沿った資料の作成が求められます。
・区を含む横浜市は、住民から基本構想の提案を受けた後、提案要件の審査や提案の採否について決
定しています。そのため、検討段階においては、住民等の主体的な検討を尊重する必要があります。
・本市では地域まちづくりの支援制度としてまちづくりコーディネーターの派遣制度がありますが、
登録分野はルール・プランづくり等や市街地開発事業等などであり、住民提案のバリアフリーは登録
分野に含まれていません。

◇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



（様式３－２）

担当者名 樺嶋、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 安見 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

◇対応の内容

　平成30年度に、体育室の空調設置に向けて実施設計を行っているほどがや地区センターについて
工事費を計上します。
　今後、空調未設置施設についても、財政状況等を考慮しながら、順次空調の設置を進めていきま
す。

対応する場合

市民局 地域施設課

対応する 予算対応する

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

所管局課・担当者 市民局地域施設課　土田係長、安見

地区センター体育室への空調設備導入について20

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

保土ケ谷区 地域振興課

334-6305

市民局
神奈川区、西区、南区、金沢区、港北区、
泉区

◇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

　地区センターの体育室に空調設備を設置して欲しい。
　現在、地区センターの体育室では、夏場の室温上昇により利用中に度々競技を中断せざるを得な
い。利用中の体調不良が懸念され、梅雨時から秋まで、体育室の利用をためらってしまう。

◇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。

施設との協議により、次のとおり対応していますが、根本的な解決に至っていません。
・体育室の扉・窓の開放、通風の工夫
・温度計の設置
・水分補給及び適度な休憩の注意喚起

◇課題解決のための方策

「地区センター体育室への空調設備整備のための設計」
　各地区センターの体育室に空調設備を設置し、安心・安全な利用環境を整備するため、設計を行
います。施工については、平成32年度以降、実施します。
　身近な施設で安心してスポーツができる環境を整備することで、横浜市スポーツ推進計画「基本
目標２：地域スポーツの振興」「目標３：高齢者・障害者スポーツの推進」の達成につなげます。

地区センター体育室への空調設備整備に係る設計費：        千円
≪内訳(TC＝地区センター)≫
　初音が丘TC（保土ケ谷区）、神大寺TC、神奈川TC（神奈川区）、西TC（西区）南TC（南区）、金
沢TC（金沢区）、綱島TC（港北区）、中川TC、立場TC（泉区）

・市内の各地区センターでは、地域住民が、スポーツ、レクリエーション、クラブ活動を通じて相互の交流を
図っていますが、一部の地区センター体育室には空調設備が設置されていないことから、夏場には室温が高くな
り、熱中症のリスクを抱えながらの利用となっています。
・区役所から施設に対して、「体育室利用者への熱中症についての注意喚起を行っていただくと共に、状況に
よって自主事業開催の要否も検討するよう」要請しています。
・各地区センターは、横浜市防災計画に基づく帰宅困難者一時滞在施設等として活用しますが、夏季・冬季に
は、避難施設として快適に利用できる環境ではありません。
・利用者、関係団体からは、空調設備の整備について、繰り返し要望があります。

◇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



（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 小林、河内 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
③相談対応件数の増加等に伴い、必要な経費について、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

磯子区 こども家庭支援課

750-2448

こども青少年局
神奈川区、旭区、金沢区、青葉区（②・③
のみ）、瀬谷区（②・③のみ）

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

○女性福祉相談員の配置状況及び相談支援状況
　女性相談の体制強化については毎年提案がされてきました。その結果もあり、平成25年度には５
区（鶴見、中、旭、港北、瀬谷）のみだった複数名配置区も、平成28年度に青葉区と南区、平成29
年度に緑区、平成30年度に戸塚区へと広がり、現在９区となっています。
　しかしながら、当区では、共通区としての賛同や代表区（昨年度）としての提案を図るものの、
増員のないままです。平成29年度からは、こども青少年局より週３日分のアルバイト雇用予算の配
付がありましたが、訪問や他機関調整までは担えず、相談体制の厳しい状況が続いています。
　平成27、28、29年度の相談件数（電話および来所）は、248、308、289件と、市の女性相談員一人
あたりの相談件数（平成27年度241件）を上回る傾向が続いています。また、一時保護入所件数も、
同年度推移で、13、25、39件と増えており、こちらも一区あたりの入所件数（平成27年度　12.5
件）を大幅に上回っています。
　ひとたび保護となると、入所前後には、入所に向けての本人への綿密な聞き取りや施設への連絡
を、入所後は長期に渡り、経済、医療、就学、法律問題と複雑多岐にわたる調整を相談者に同行し
て実施することになります。女性を保護する場所の所在地は、安全を確保し遠方となることが多
く、保護件数の増加は女性相談員の不在時間の増加につながります。
　相談員不在時には、係長、社会福祉職もしくはアルバイト相談員が対応するものの、専門的な知
識や経験に基づいた助言を行うことは困難であり、結果、相談日や相談できる内容について、相談
者の希望に添えない状況になっています。

◇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
・夫（パートナー）の不在時を見計らい相談に来たので、今相談に乗ってほしい。
・事前に予約の電話をしても、予約が埋まっているので早く相談出来るようにしてほしい。
・離婚に伴う財産分与や手続きの目途をつけたいので区役所で具体的な相談をしたい。
・精神面で不安があるので相談したいが、医療機関には行きたくないので区役所で相談したい。
◇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。

○アルバイト配置（こども青少年局予算）
○女性福祉相談員不在時はこども家庭支援課係長が対応
○平成30年度区づくり事業「親子のための法律相談」で弁護士相談を年６回実施（新規）

◇課題解決のための方策

○女性福祉相談員の複数名配置
　一時保護など緊急時も適切な対応を行うため、相談員の複数名配置を行う必要があります。
○相談内容に個別に対応した体制整備
　法律面・精神面を含めた相談者が抱える課題に、具体的なアドバイスを行うことで本人が主体的
に解決に取り組むケースがあります。課題が複雑化する以前の初期段階で個別の専門的な相談を行
うことで早期解決を図ります。

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 女性相談保護事業

女性福祉に関する相談体制の強化1

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 予算対応する

①女性福祉相談員の増員
　こども青少年局：3,960千円（@330千円×12か月）
②専門相談員（弁護士、カウンセラー）の配置
　こども青少年局：1,200千円（@25千円×2回×2名×12か月）
③対応件数増に伴う統合事務費の追加配付
　旅費：120千円（@10千円×12か月）

対応しない場合

①相談件数の増加や相談が複雑・多様化している状況を踏まえ、横浜市ＤＶ相談支援センター統括
の区支援機能の活用など、女性福祉に関する相談体制の強化が図られるよう検討します。
②既存事業の活用等、必要な対応について検討します。

◇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児童虐待･ＤＶ対策担当 森兼係長



（様式３－２）

担当者名 弘田 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 中澤 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 こども青少年局放課後児童育成課

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

671-4446

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 放課後児童育成事業

放課後児童育成事業の補助金実績報告の簡潔化・効率化2

提案内容
・

概算額等

こども青少年局 放課後児童育成課

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

磯子区 こども家庭支援課

750-2476

こども青少年局
神奈川区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭
区、金沢区（(1)のみ）、緑区、青葉区、都筑
区、戸塚区、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

放課後キッズクラブや放課後児童クラブには、その運営に際し補助金を交付しています。
〔補助金のスケジュール〕
・前年度末：当該年度の補助金額の決定の準備
・４月初旬：金額決定通知、第１四半期の支払い
・５月：第２～４四半期の定期支出の支払い
・８月・11月下旬：交付変更に伴う定期支出の訂正
・２月中旬：追加交付
・次年度４月中旬～５月中旬：実績報告
・５月下旬：精算
例年４～５月は、前年度の補助金の実績報告と当該年度の補助金申請の書類を各クラブに依頼していま
す。５月末の出納閉鎖までの限られた時間の中で、精算までの事務を完了する必要があることから、各
クラブの負担や、その書類を確認している区の担当職員の負担も大きいです。
更に昨年度は、放課後児童育成事業のニーズの高まりを受け、キャリアアップにかかる補助金が新規に
創設されました。２月末に交付された補助金により、実績報告の様式が複雑化し、各クラブでは書類作
成の事務が混乱しています。
出納閉鎖までの限られた期間において区の担当職員が書類のチェック等の対応が余儀なくされることか
ら、事務処理ミスの危険性が高くなっています。
◇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
　毎年12月に開催する放課後児童クラブの運営主体向け説明会等などで、放課後児童クラブの運営委員
会（保護者や地域の方が主体）からは、実績報告書が複雑になり、作成が困難であることから、補助金
にかかる書類の確認と作成ができる税理士への依頼を希望しており、その金額を補助をしてほしいとい
う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。

　磯子区では、こども青少年局が作成した補助金のマニュアルを各クラブに送付し、事前にご相談があ
るクラブに対して、報告書の作成のアドバイスをしています。また、提出書類を基に支出費用の内訳が
分かる一覧表を作成し、修正作業を行っています。

◇課題解決のための方策

〈１〉実績報告書等の補助金様式の見直し、あるいは入力システムの構築
　現在、放課後キッズクラブや放課後児童クラブへの補助金は様式が複雑化しており、その内容に対応
するため、各クラブに作成マニュアルを配布しています。しかし、マニュアルは膨大で、複雑なため、
毎月の業務の負担感が強い状態です。
各クラブの作業量の減少を図るため、様式の簡素化または様式作成に係るシステムの構築を行うこと
で、報告書の精度があがり作業量の減少を期待できます。

〈２〉各クラブの負担感軽減のための支援策検討
　各クラブの負担感を軽減するため支援策について、区局合同で検討を行います。各クラブの負担が減
るとともに、区に提出される書類の精度があがり作業量の減少を期待できます。

〈１〉様式見直し
〈２〉区局合同検討プロジェクトの実施

◇対応の内容

区局事務担当者による検討会を開催し、補助金申請書類の様式や補助金実績報告時に必要な挙証資料の
見直しを行いました。引き続き、クラブ及び区の事務負担軽減に向けた検討を行っていきます。



（様式３－２）

担当者名 伊地知　博子 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 稲村 TEL

対応の有無

◇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

・保育内容は満足しているが、施設や設備が民間保育園に比べ古いことが残念です。
・清掃は行き届いているが施設の古さからくる不具合に不満がある。
・廊下がつるつるになっているので、どうにかしてほしい。

◇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。

給食が提供できない等保育に支障が出る場合や、３部屋分のエアコンが７月に急に故障するなどの
場合は、所管局と調整し予算外で修繕等を実施しました。

◇課題解決のための方策

市立保育所の老朽化が進み、保育環境に課題が多い保育所から順次、工事を実施していきます。そ
の際には、併せて保育所に必要な機能（バリアフリー化など）も備えていく必要があります。

＜整備スケジュール：実施内容＞
　平成31年度：工事対象園の選定及び設計（年間３～６園）
　平成32年度～：順次再整備開始
＜概算総額＞
　5,400,000千円（                    ）

　市立保育園はいずれも建築後30～40年近くが経過し、建物本体及び設備の老朽化が進んでいるこ
とから、毎年突発的に破損や不具合が生じています。緊急処置が必要な個所については対応をせざ
るを得ませんが、必要最低限の処置は施設の長期利用に資するものではなく、毎年経費をかけて修
繕を繰り返しているのが現状です。また、修繕中は利用者に不便を強いるため、安定した保育環境
の確保が難しい状況になっています。
　保育園は、乳幼児が「日常の生活」を過ごす場であり、安全で快適な環境の確保は喫緊の課題で
すが、現状では給水管の劣化による赤水の発生や配管の破裂による水漏れ、床・天井のゆがみや壁
紙の剥離・建具の破損等が生じています。更に、地震や風水害等の災害発生時に建物倒壊以外の危
険が想定されます。

＜主な修繕箇所＞
　エアコン、門扉、水漏れ、換気扇、廊下・保育室床・トイレ床劣化、壁紙・外壁劣化、サッシ
　コーキング劣化、トイレ便器割れ、建てつけ歪み、テラスコンクリ劣化、トイレ配管詰まり、
　水回り配管老朽化、シロアリ発生　等

◇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（保護者アンケート、保育施設第三者評価アンケート、保護者懇談会）

◇区民からの具体的な要望

671-2396

市立保育所の施設等に関する老朽化対策の推進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

磯子区 こども家庭支援課

750-2438

こども青少年局
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港
南区、旭区、金沢区、港北区、緑区、青葉
区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 市立保育所管理運営事業

◇対応の内容
市立保育所運営費の予算の範囲内において、各園の老朽状態に応じて、必要な計画修繕工事を実施
するほか、各園において突発的に発生する修繕についても、引き続き、追加区配等で対応してまい
ります。
また、市立保育所に求められている役割や機能を実現するために必要な設備等を整理した上で、機
能向上を目指した改修計画の策定に向けて、関係各課と調整を進めていきます。

こども青少年局 保育・教育運営課

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 こども青少年局保育・教育運営課　稲村係長

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



（様式３－２）

担当者名 木村・中込 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
保健事業課 宮下係長
保険年金課 丸山係長

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

両事業の広報費用を予算計上しています。（ごみ収集車による音声広報作成費用等として保険年金課が
1,286千円、動画作成費用等として保健事業課が2,000千円を予算計上しています。）

健康福祉局 保険年金・保健事業課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局保健事業課 宮下係長･保険年金課 丸山係長

特定健康診査・がん検診の啓発について4

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

磯子区 福祉保健課・保険年金課

750-2445

健康福祉局 西区、旭区、緑区、都筑区、戸塚区、瀬谷区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

特定健診及びがん検診の受診啓発は大切である。
特定健診及びがん検診の啓発を積極的に進める必要がある。

◇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。

磯子区運営方針：重点推進施策２「ともに支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち」
　がん検診の受診啓発を図るため、区役所・地域でのパネル展示やチラシ配布、また乳がんの触診体験な
どのイベント形式での啓発を実施しています。区役所職員が実施するだけでなく、保健活動推進員と連携
した啓発を行っています。

◇課題解決のための方策

特定健康診査・がん検診啓発に係る啓発の強化について
　特定健康診査・がん検診受診率の向上を進めるためには、市と区で役割分担し効果的に進める必要があ
ります。
　区では、区民が参加する各種イベント、保健活動推進員等と連携し各地区での啓発等を実施していま
す。しかし、広く市民を対象とした啓発を実施することで、より多くの区民が健（検）診を知る機会を持
てると考えます。広く市民を対象とした啓発は、市全体で進めることが効果的と考えることから、健康福
祉局で実施するよう求めます。
　啓発の例：・公共交通機関（市営地下鉄・バス等）をラッピング車両とした啓発、ごみ収集車による啓
発（掲示・音声）、区役所待合でのモニターを利用した啓発動画の映写等。

広く市民を対象とした特定健康診査・がん検診啓発の委託費等

１　中期４か年計画2018～2021では、「生活習慣病予防対策の強化」として特定健診及びがん検診の受診
向上があげられています。
２　磯子区の「横浜市国民健康保険　特定健康診査受診率（平成28年度）21.1％」「がん検診受診率（平
成28年度）胃がん4.9％、肺がん6.8％（横浜市がん検診実施分のみ）」であり、特定健康診査及びがん検
診に受診啓発を進める必要があります。
３　広報・区役所でのイベント・保健活動推進員と連携した事業等などでの啓発にとどまっており、健康
づくりに関心のない方への周知も行うなど広く区民への情報提供を進めることが重要と考えます。

◇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

671-4067
671-2453

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 加藤 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 辻、齋藤 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

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課

対応しない その他

対応する場合

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

最低賃金の上昇に伴う学校施設活用型コミュニティハウス委託料の見直し及び最低賃金上昇時の人件
費予算の増額制度新設について

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

磯子区 地域振興課

750-2395

教育委員会事務局
１８区（鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭
区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、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

提案内容
・

概算額等

◇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。

　各区において、区づくり推進費から充当してもらっている区もありますが、調整が付かずに解決の
糸口すら見えない区もあります。
　今後も最低賃金上昇が見込まれる中で経費節減では限界があり、所管局に全区で同様に抱えている
問題を改善できるように投げ掛けていますが、予算措置できずに対応できない状況です。

◇課題解決のための方策

１ 18区83館の学校コミハ委託料予算について、最低賃金の上昇相当分については予算措置をお願いい
たします。

２ 最低賃金が上昇した年については、上昇金額相当分を上乗せ要求できる制度設定を提案いたしま
す。

１ 最低賃金上昇分については、アルバイト職員の上昇相当分の予算措置を提案します。
[概算：１館につき約9万円、83館750万円]
２ 昨年検討され、平成30年度選定から実施される指定管理施設の物価スライドのように最低賃金が上昇した年
には、その分を反映できる制度新設を提案します。

・市内18区に設置している学校施設活用型コミュニティハウス（以下「学校コミハ」という）は、各
区毎に委託契約を締結して運営しています。神奈川県の最低賃金が毎年上昇している中で学校コミハ
の委託予算は平成26年度の消費税増額時に増額分が措置されたものの予算が頭打ちで運営に苦慮して
います。[全市で83館]
・最低賃金の時給が毎年10月に20数円づつ上昇し続け、平成26年から現時点で人件費の時給が約70円
上昇し、各館においては、修繕費や消耗品費を削って人件費に充てている状態です。
[年度別時給神奈川県最低賃金額]
H26 887円、H27 905円、H28 930円、H29 956円、H30983円

◇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（各区担当者による各学校コミハのモニタリングによる修繕等の要望）

◇区民からの具体的な要望

671-3278

対応の有無

対応しない場合

　教育委員会では施設の修繕対応や、光熱水費を負担しています。一方、事業にかかる運営費等つい
ては、区が創意工夫をしながら事業を計画し地域課題に対応できるよう、平成6年に教育委員会の予算
から個性ある区づくり推進費へ統合しました。本提案については、社会情勢等を踏まえ、対応につい
て関係部署と調整してまいります。

◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 加藤・長尾 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 三浦・平原 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 市民局区連絡調整課　櫻井区予算係長

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

671-3681

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

次期指定管理者公募時に提示する指定管理料の「区指定上限額」の適切な設定について6

提案内容
・

概算額等

市民局 区連絡調整課

対応する 既存の事業で対応する

【論点１】
　指定管理者公募の際に適切に上限額を設定できるように、予算の確保ができる制度設定をお願いします。
【論点２】
　・必要な修繕に対応できるよう、予算の確保をお願いします。
　・平成31年度～35年度　滝頭コミュニティハウス指定管理料の増額は500千円／年
　※（参考）26～28年度平均：700千円　　不足額：700千円－233千円＝467千円

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

磯子区 地域振興課

750-2393

市民局
※論点１のみ１２区:鶴見区、神奈川区、西区、旭区、
金沢区、緑区、青葉区、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

【論点１】
　公会堂、地区センター、コミュニティハウス及びスポーツ会館の指定管理者を各区で５年ごとに公募していま
す。９月中旬までに市民局地域施設課に選定結果を報告することを求められており、公募に必要な期間を逆算す
ると５月下旬までに公募要項等を公表する必要があります。つまり、今年度から始まった「区指定上限額」の提
示については、次年度以降の予算調整前に指定管理料の上限額を提示しなければなりません。各施設で修繕費や
周年事業費を検討したくても予算の担保がないことから従来予算額を提示している実態があります。
　特に使用料が無料で、利用料収入のないコミュニティハウス、スポーツ会館では修繕費の捻出に苦慮していま
す。
【論点２】
　磯子区では平成30年５月に、平成31年度から５年間の滝頭コミュニティハウスの指定管理者の公募を開始し指
定管理料の上限額を提示しています。上限額を積算するにあたって、現行の指定管理料（　　　千円）では特に
築50年になる建物の修繕費が不足しているため、不足分の500千円を増額し、上限額を　　　千円としました。

◇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（　指定管理者からの要望　　　　　　　　）

◇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。

【論点１】
　予算要求前に「区指定上限額」を提示しなければならないことから現状維持では提示できない施設について
は、協議の上、予算確保が担保できる仕組みを築いてもらいたい旨をお願いしました。
【論点２】
　磯子区ではこれまでは、現行の指定管理料のままとしていました。今年度は、上限額を増額する必要があるこ
とを、市民局地域施設課と区連絡調整課に説明しました。

◇課題解決のための方策
【論点１】
　５年間の賃金の上昇分や、施設の老朽化に伴う修繕費の増加分を現行の指定管理料に上乗せできるように、指
定管理施設の所管局が各区からヒアリングし、予算の確保ができる仕組み作りをお願いします。
【論点２】
　「一般公共建築物保全・更新計画」の改訂により、建築局に指摘された修繕すべき内容について原則年度内に
指定管理者または区が実施し、建築局に報告することが求められています。小破修繕の金額を超える修繕は区が
実施しますが、現状の区の予算で対応できない案件は市民局からの区配が必要になりますので、修繕予算の確保
をお願いします。

◇対応の内容

　各施設の指定管理料を計上している区庁舎・区民利用施設管理費は、区ごとに区庁舎・区民利用施
設管理費全体の配分額を示し、各区は施設ごとに適切な金額を精査し、施設ごとの予算編成を行って
います。
　なお、配分額については、決算額や各区の実情等を考慮し、必要に応じて予算確保に努めていきま
す。



（様式３－２）

担当者名 杉山 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 林 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 こども青少年局青少年育成課　中川係長

対応しない場合

提案内容は、当該区の青少年が様々な体験や他者との関係性を通じて、自らの可能性を伸ばし、主体的
な社会の一員として成長することに繋がると考えていますが、現時点では事業効果等の分析が不十分な
こともあり、31年度予算での対応は見送ることとしました。
今後も引き続き、拠点の機能について整理しながら、事業内容の充実に向けて区と検討してまいりま
す。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-2324

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 青少年の地域活動拠点づくり事業

青少年の地域活動拠点づくり事業の充実について7

提案内容
・

概算額等

こども青少年局 青少年育成課

対応しない 予算化見送り

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

磯子区 地域振興課

750-2395

こども青少年局 都筑区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

（１）居場所機能の充実
○磯子区青少年の地域活動拠点は、現在、週３日の開所（現行要綱上は週３日以上）となっていますが、青少年
がいつでも来ることができる環境を整えるため、週５日以上の開所が必要です。
（２）安定的な運営の確保
○現行の補助基準ではスタッフ１名分の人件費交付となっていますが、１名では利用者１人に対応していると他
の利用者に対応できないだけでなく、トラブル発生時や災害時などの対応が難しく、安全管理面でも課題があり
ます。
○青少年に対して、より魅力的な社会参加プログラム（ボランティア体験や青少年自身が企画するイベント実施
等）を提供するためには、開所時間外にも地域の様々な団体との調整が必要となりますが、現在の補助額ではそ
のような対応が不十分です。
（３）区における青少年支援のネットワークづくりに向けた取組
○区役所、区社会福祉協議会、区青少年指導員協議会等と連携して居場所や体験機会を提供することで、区にお
ける青少年支援のネットワークが必要ですが、現行の体制ではこのような取組ができません。

＜基礎データ＞
設置場所：磯子区磯子3-4-23  浜田ビル2階
運営主体：特定非営利活動法人  コロンブスアカデミー
開所時間：火曜日、木曜日　15：00～20：00、土曜日　13：00～18：00
設備：フリースペース

◇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

○利用したいときに利用するためには、週５日以上の開所が必要。

◇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。

○事業の拡充について局と調整中

◇課題解決のための方策

○２名分の人件費を確保することで、①週５日以上開所、②安定的な運営の確保、③区におけるネットワークづ
くりを図ります。

○事業内容の充実のための補助金額増 3,850千円

◇対応の内容



（様式３－２）

担当者名 大島・曽根　 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 佐久間 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

磯子区

750-2309 

総務局
鶴見区・神奈川区・中区・南区・旭区・金沢区・港北区・緑
区・青葉区・戸塚区・泉区・瀬谷区・保土ケ谷区・西区

総務課

◇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。

　行政対象暴力や交通事故により職員が被害にあった際、加害者との示談交渉においては、基本的には
当事者問で解決せざるを得ません。しかし、職員・職場には交渉等への法的知識が十分ではなく、弁護
士相談を受けるには職員の自費で対応せざるを得ないのが現状です。また、職場が支援する際の服務の
取扱いも不明瞭であり、被害職員や職場のメンタルケアも十分に行えている状況ではありません。

提案種別 項　　　　　　　目

10 行政対象暴力や交通事故の被害にあった職員への寄り添った対応

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　本市「平成25年度　行政対象暴力に関する実態調査」によると23～24年度で行政対象暴力が約150件発
生しており、うち警察への通報は約64％にものぼっています。また、地公災基金によると交通事故によ
る被害事案は年間約50件発生しています。
　行政対象暴力への対応では、職員や来庁者を守るための対策も必要で、普段から組織的な対応を準備
していく事が必要とされています。
　また、「横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則」では「当該行政対
象暴力に対応する職員を孤立させることがないよう」ともされています。
　しかし、現状においては、行政対象暴力の未然防止や暴力場面での組織的な対応については具体的に
示されているものの、実際に暴力を受けた後の被害職員への支援体制については示されていません。暴
力被害が起きた場合、職員と職場には急性ストレス反応が生じます。適切な回復支援がなされないと
PTSD（心的外傷後ストレス障害）の状態になるなどの二次被害が発生します。
職員が暴力や交通事故の被害に遭ったときにこそ、孤立させることのないよう組織的な対応を準備し、
安心して生き生きと働ける環境を整備していく事が必要です。
◇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

参考：区執行体制上の課
題

局事業名 行政対象暴力への対応、職員安全衛生管理事業

所管局課・担当者 総務局コンプライアンス推進課、職員健康課

◇課題解決のための方策

　本市犯罪被害者等支援に関する条例案では「事業者の責務」として「支援の必要性についての理解を
深め、犯罪被害者等の就労及び勤務、また、事件後に必要な各種手続等について十分に配慮するよう努
める」ことを求めています。本市も事業者の一人として条例趣旨に則り、組織で支援していくために次
の方策が必要です。
・被害を受けた本人と職場の心理について知見のある専門職によるカウンセリング、職場へのフォ
ロー。
・暴力被害や交通事故において、加害者との示談交渉や警察等への諸手続きにおける助言、研修等の包
括的相談窓口や制度。
・警察、地公災基金、医療機関等への相談や手続き等に関し、被害職員及び支援する職員の「職務」の
位置付け。

提案内容
・

概算額等

①被害発生後の職員や職場へのメンタルケアのために犯罪被害に知見のある専門スタッフの配置や育成
【職員健康課】
②行政対象暴力等相談室（制度）の新設【コンプライアンス推進課】
③被害後の諸手続きにおいて「職務」としての位置付け【コンプライアンス推進課】

総務局 コンプライアンス推進課

671-2329

対応の有無 対応する 既存の制度で対応する

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

◇対応の内容
・被害に遭った職員及びその職場に対しては、第一（精神）と第二（身体）の両相談室が連携し、医療
ソーシャルワーカーと保健師による支援と、必要に応じた健康管理医（産業医及び精神科医）との面談
を引き続き実施します。また「職員が自殺で亡くなった職場への支援」の仕組み（職場への有識者等の
助言者派遣等）について、必要に応じて行政対象暴力などの被害に遭った職場へも拡大します。あわせ
て現在改定中の第三次「横浜市職員の心の健康づくり計画」に対応方法やフロー等を掲載し、全庁的に
周知します。【職員健康課】
・行政対象暴力を受けた場合の被害届の取扱い、警察・検察での聴取、裁判所への出廷などの一般的な
刑事手続の流れや、組織としての職員に対する支援の考え方などを、新たにマニュアルに掲載します。
また、これらに関する相談については、必要に応じて専門知識を有する者からのアドバイスを得なが
ら、当該所属に対して助言等を行います。なお、行政対象暴力や交通事故を含む公務上の被害であって
も、職員個人に利益が帰属するような示談交渉に関しては、公費を支出しての支援等を行うことは適当
でないと考えます。【コンプライアンス推進課】
・当該刑事手続に伴う必要な出張や旅費などの取扱いについては、あらためて、業務として対応できる
旨をマニュアルに掲載します。【コンプライアンス推進課】
（二次回答と同様）



（様式３－２）

担当者名 高西 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 勝俣 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

緑区 区政推進課

978-2217

道路局 都筑区、（２）のみ磯子区

・白ナンバーで運行する場合に利用者から徴収できるのは燃料代（実費）のみであることから、それ
以外の経費（車検代、保険料、車両修繕費）を地域で調達することは困難であり、運行を継続するに
は行政からの支援が必要である。

◇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。

都市計画マスタープラン・緑区プラン「緑区まちづくり計画」
：「暮らしの環境」づくりプラン-交通施設整備の方針-〈まちづくり方針〉鉄道及び地域交通サービ
スの維持・充実

◇課題解決のための方策

（１）山下地区ささえあいバスの本格運行にあたり、地域で調達することが困難な経費を補助金とし
て交付
（２）ボランティアバスを他地区でも展開していくため、実証運行を始めとした支援制度を創設

提案内容
・

概算額等

（１）地域で調達することが困難な経費（車検代、保険料、車両修繕費）への補助金
（２）Step1：実証運行の支援（コーディネーター派遣、実証運行実施費用の支援）
　　　Step2：地域で調達することが困難な経費（車検代、保険料、車両修繕費）への補助金
概算額
（１）500千円/地区･年（２）Step1：１地区1,000千円/地区･年、Step2：500千円/地区･年
　　　　　　　　　　　　　 ※車両リース料については、別途検討

提案種別 項　　　　　　　目

1 地域住民共助の地域交通（ボランティアバス）への支援について

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

・地形的特徴から、バス停まで距離がある、もしくは高低差が大きい地区があり、超高齢社会におい
て高齢者が自家用車に頼らずに外出するためには、路線バスを補完するきめ細かい地域交通が必要不
可欠。
・平成28年11月より山下地区において地域住民の共助による移動手段の実証運行（３年間）を実施中
（山下地区ささえあいバス）。地区内を回る約12kmのルートを地域住民ボランティア12人の運転によ
り週４日、日中５便運行し、172人（平成30年6月時点）の利用登録者の移動を助けている。
・その他の地区においても、地域交通の充実を望む意見が寄せられている。

◇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

671-3800

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 地域交通サポート事業

所管局課・担当者 道路局企画課　勝俣係長

対応する場合

◇対応の内容

これまでの本格運行に向けた検討や実証運行の結果を踏まえ、ボランティアバスを地域交通サポート
事業の一方策として、位置づけました。具体的には自動車保険料、車検に要する法定費用（自動車損
害賠償責任保険料、自動車重量税、検査手数料）及び自動車税の固定費を支援します。

道路局 企画課

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 高群 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 村上 TEL

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

緑区 区政推進課

930-2227

建築局 神奈川区、南区、保土ケ谷区、金沢区、港北区、青
葉区、戸塚区、栄区、瀬谷区　②のみ港南区

・地域活動の拠点として、空き家を使用したい。
・空き家を探す際の条件や注意点等を、地域にわかりやすく示して欲しい。
・空き家を無償で使用させてくれる人が見つかっても、住宅用地の軽減措置の対象外とな
り、固定資産税・都市計画税が増額になると断られるので、何か支援が欲しい。

◇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。

地域からの空き家活用の相談に対し、建築基準法の用途区分や耐震基準、消防法、都市計画
法等の関係法令について、区が各所管部署に確認・調整を行っている。

◇課題解決のための方策

①空き家の活用にあたっての法規制等の注意点を市民にわかりやすく伝えるための「地域向
けガイドライン」の作成
②本市の地域活動に関する条例や計画に基づいて、地域団体（自治会や地区社協、自治会が
認めた団体等）が事業を実施するために活動拠点が必要な場合、事業計画や活動拠点の必要
性等を区が認定したうえ、当該事業で活用する空き家にかかる固定資産税・都市計画税を減
免する制度を創設

提案内容
・

概算額等

①「地域向け空き家活用ガイドライン」の作成
②地域が活動拠点に使用する空き家の固定資産税・都市計画税の減免制度の創設

提案種別 項　　　　　　　目

2 空き家を地域の活動拠点として活用するための制度の構築について

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　本市は地域課題解決を目的に条例や計画等を定め、様々な地域支援を行っており、地域で
は多くの活動が行われるようになった。その一方で活動に使用できる区民利用施設等の立地
は偏っており、新規整備も難しい中、交通アクセスや地理的状況で既存施設が使えない地域
から、空き家を活動拠点として活用したいとの要望が出ている。
　しかし空き家を活用するにあたり、土地・建物に関する様々な法令等に関するルールが明
確になっていないこと、転用により固定資産税等の住宅用地の軽減措置の対象外となり税負
担が増加することが課題になり、活用を進めることが困難になっている。

◇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

671-2922

対応の有無 対応する 新規制度の制定を行う

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 空き家対策事業

所管局課・担当者 建築局住宅政策課　村上係長

対応する場合

◇対応の内容

空家を活用する場合の留意点を追記するなど、空家の流通・活用マニュアルの改訂を進める
とともに、空家に係る税減免制度について関係区局で打合せを行いました。一方でより実効
的な支援策として、地域で空家を活用する際の所有者に対する補助の検討を進めています。

建築局 住宅政策課

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









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



（様式３－２）

担当者名 磯村、原口 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 春日井、溝口 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 経済局ものづくり支援課　春日井係長、溝口担当

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

671-2567

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 ものづくり連携促進事業（情報発信・受発注支援事業）

中小企業の展示会出展支援による販路開拓の活性化について6

提案内容
・

概算額等

経済局 ものづくり支援課

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

都筑区 区政推進課

948-2225

経済局 金沢区、港北区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

１　区内の製造業は地域特性を生かした活気あふれるまちづくりに欠かせない存在であり、地域の経済
や雇用に重要な役割を果たしています。
２　区内製造事業所の多くが中小企業であり、販路開拓のために企業が単独で展示会へ出展する場合、
出展設備費用等経費の負担、ＰＲ知識の不足、人材の不足などの課題があります。
３　都筑区、金沢区、港北区では、区内製造業を発信するとともに、区内製造事業所の展示会出展を支
援するため、横浜市経済局事業であるテクニカルショウヨコハマの「横浜ものづくりゾーン」内に、区
ブース（都筑区の「メイドインつづき」、金沢区の「金沢区の地元企業の魅力（いいとこ）発信プロ
ジェクト」、港北区の「港北オープンファクトリー」）を出展しています。
４　区ブースへの出展については、各社の認知度向上、大企業を含む新規顧客の獲得など販路開拓に効
果があるほか、出展企業同士の交流・取引開始にもつながっており、毎年多くの出展希望がある状況で
す。今後も出展社数の維持・増加が見込まるため、引き続き、区ブース出展スペースの十分な確保及び
展示しやすい環境整備が必要です。

◇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

【区内出展企業へのヒアリング、意見交換会により把握】
　展示スペースが限られているため、展示できるものが限られる。実機の展示やデモンストレーション
ができれば、より来場者にＰＲできる。テクニカルショウヨコハマ2018と同様に、区ブース内に各社
ブース及び特別展示スペース（複数社による共同展示等を行うスペース）を一体的に出展できるよう、
引き続きスペースを確保してもらいたい。

◇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。

　毎年２月にパシフィコ横浜で行われる「テクニカルショウヨコハマ」の「横浜ものづくりゾーン」内
に、区ブースを出展しています。また、各区で、中小製造業を支援する事業を展開しています。
※都筑区運営方針：施策２「活力とにぎわいあふれるまちづくり」

◇課題解決のための方策

・テクニカルショウヨコハマの「横浜ものづくりゾーン」内に、引き続き、区ブース出展スペースを確
保する。
・区ブースにおいて、多くの企業が出展でき、かつ、複数社連携した展示や実機展示（デモンストレー
ション）ができるよう、区ブース出展スペースの規模を維持・拡充するとともに、レイアウトに配慮す
る。

　各社の単独展示に加え、複数社連携した展示や実機展示（デモンストレーション）ができるよう、テ
クニカルショウヨコハマの「横浜ものづくりゾーン」及び区ブース出展スペースの維持・拡充

◇対応の内容

31年度予算においても、引き続き同様の規模で実施できるよう予算計上。



（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
河川流域に設置された防災用スピーカーの増設等及び機能強化について11

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

都筑区 総務課

948-2212

総務局 青葉区

　鶴見川流域の防災用スピーカーを増設してほしい。また、既設の防災用スピーカーについても回転灯をつける
などして、音のみでなく視覚的にも情報を発信し、住民に情報がより届きやすいものにして欲しい（都筑区「鶴
見川水系水害に関する連絡会」等より）。

◇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20年12月　防災用スピーカーシステム設計委託
平成21年３月　早淵川流域５基設置（大棚町公民館、勝田会館、中川中学校、
　　　　　　　東山田地域ケアプラザ、早渕三丁目こどもの遊び場）
平成21年９月　早淵川流域１基増設（早渕かなりあ公園）
平成22年１月　鶴見川流域３基設置（日東樹脂工業株式会社、新川向橋、川内自治会館）
平成30年３月　鶴見川流域１基増設（川向しものや公園）

◇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（鶴見川水系水害に関する連絡会）

◇区民からの具体的な要望

　近年全国的に大雨による甚大な被害が頻発している中、大雨の際には、河川の浸水想定区域内の住民に対し、
水位の状況や避難情報などを迅速かつ的確に伝え、必要に応じ自ら避難行動をとっていただく必要があります。
そのため、都筑区では、住民に避難情報を伝達するための防災用スピーカーを設置しており、インターネットに
不慣れな方や情報機器をお持ちでない方など、災害時に情報を得ることが困難な方に対しても、サイレン音と音
声により、危険が差し迫っていることを直接お知らせすることができます。

＜課題①＞防災用スピーカーの不足
　６基の防災用スピーカーが設置されている早淵川流域と比較して流域面積が一段と大きく、市内最大の浸水想
定区域を有する鶴見川流域には防災用スピーカーが４基しかありません。

＜課題②＞より効果的な伝達方法
　大雨が降る中でより確実に住民の方に危険が差し迫っていることをお知らせするために、既設の防災用スピー
カーの機能（サイレン音と音声）に加え、視覚的にも情報を届けられるようにする必要があります。

※青葉区については、現在防災用スピーカーは設置されていませんが、都筑区と同様に鶴見川、早淵川等を抱え
ており、同様の課題があります。

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等



◆局回答内容

担当者名 平田 TEL

対応しない場合

河川流域に設置する防災用屋外スピーカーは、過去の浸水被害の発生状況等から候補地を選定し、緊急性の高い
地域（瀬谷区境川流域）に整備しています。
　今後の整備箇所については、洪水浸水想定区域の見直しの状況や危険性など、全市的な整備優先度を勘案しな
がら、検討していきます。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-4141

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

総務局 情報技術課

対応しない 予算化見送り

◇課題解決のための方策

【都筑区】
防災用スピーカー（５基）増設委託費：　　　円
水位計（２基）及び水位と連動した回転灯（既設10基＋増設５基）の設置委託費：　　　円
計　　　円

【青葉区】※２か年計画で実施
防災用スピーカーシステム及び防災用スピーカー（15基）設置委託費：　　　円
水位計（３基)及び水位と連動した回転灯（15基）の設置委託費：　　　円
計　　　円（31年度：　　　円、32年度：　　　円）

対応する場合
◇対応の内容

所管局課・担当者 総務局情報技術課　平田係長

【対応策①】防災用スピーカーの増設等
　鶴見川流域の浸水想定区域への広報を強化するため、防災用スピーカーを５基増設します
                                                          。
※青葉区については、庁舎内に都筑区と同様の防災用スピーカーシステムを新たに構築し、４ヶ年計画で防災用
スピ―カーを鶴見川、早淵川、恩田川、奈良川の沿川に計15基設置します
                                 。

【対応策②】防災用スピーカーの機能強化
　既設の防災用スピーカーの機能を強化するため、                                            に水位計を
設置し、河川の水位と連動した回転灯を各防災用スピーカーに設置（既設10基＋増設５基）するとともに、危険
水位に達した旨の情報を自動的に音声で伝えるためのシステムを構築します。
※青葉区については、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に水位計を設置し、都筑区
と同様のシステムを構築します。

◆区民周知について
　防災用スピーカーを増設等した際には、区連合町内会自治会定例会、出前講座、各種研修等を通じて、防災用
スピーカーの機能や役割について広く区民に周知するとともに、風水害時には、防災用スピーカーをはじめ、
様々な媒体を活用して情報収集に努めていただくよう引き続き啓発をしていきます。

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等



（様式３－２）

担当者名 武島 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 鈴木 TEL

・結核の服薬支援では、家族間でも服薬管理が困難なケース、本人が薬局まで通うことも薬局が毎日訪問するこ
とも困難なケース、ケアプラザや区保健師が交替で毎日訪問するも体制的に継続困難なケースなど、関係機関・
部署と連携するも安定した服薬支援を実施できないケースがあり、安定的な服薬支援体制が必要である。
・近年、外国籍の結核患者の発生が多く、外国語による面談や服薬支援が必要なケースが増加しており、随時利
用可能な医療通訳制度等の設置が望まれる。
・HIV検査に来庁された方の中には採血が難しいケースもあり、複数回の針を刺さなければならない場合や採血す
る保健師を交替して行うこともあり、負担を強いる。安定して的確な採血業務を行う必要がある。

◇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。

・結核の服薬支援については、服薬困難なケースには、支援薬局の利用や頻回の区保健師の訪問、高齢・障害支
援課との連携協力により介護認定によるヘルパー活用の検討やケアプラザへの協力依頼などケースバイケースで
を実施しているが、適切な服薬管理ができず治療中断になるケースもある。
・外国籍の結核患者については、知人に通訳として同行してもらう、外国語に堪能な医師を捜し担当医とするな
どにより対応しているが、困難なケースもある。
・当区の場合、ＨＩＶの検査時間は事務・保健師が待機している（無断キャンセルも多い）。複数回の採血作業
の実施・保健師の交替、場合によっては採血できず夜間検査等を紹介することもある。

◇課題解決のための方策

　局として各区が結核服薬支援業務及びＨＩＶ検査業務を円滑に行うことができる体制を構築する。
　具体的には、区の必要に応じた結核・ＨＩＶ検査支援体制の整備や薬局ＤＯＴＳを使いやすい制度に改正（毎
日訪問ＤＯＴＳを可能になど）すること、医療通訳について局一括で年間で概算契約等を行うことにより、区が
通訳を必要とするときに速やかに派遣できるような体制を構築することなどである。

方策１　各区の必要に応じた支援体制の確立
（結核服薬支援、ＨＩＶ採血）             　      　7,400千円
方策２　薬局支援制度の拡充　　                       500千円
方策３　医療通訳の年間契約　                       1,000千円
                                             合計　8,900千円

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

戸塚区 福祉保健課

866-8426

健康福祉局 西区、港南区、港北区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

１　結核の服薬支援等
　(1) 結核は現在でも国内 大の感染症で、横浜市でも毎年500人を超える新たな患者が発見されている。結核は
病気を正しく理解し薬をきちんと飲めば治る病気であり、患者面談や患者を完治に導くうえで大切な要素であ
り、服薬支援は、 感染症法第53条の14で「保健所長は薬剤を確実に服用することその他必要な指導を保健師その
他の職員に行わせる」と規定されており行政の責務である。
　(2) 本市では、結核患者が発生すると、患者面接を行い病気の正しい知識と服薬の重要性について伝えてい
る。また、結核患者の服薬支援については、本人の状況により支援ランクを定め、服薬支援の手段（空薬袋の郵
送、電話、訪問など）と支援者（区保健師訪問、家族や福祉施設スタッフ、勤務先上司、登録薬局など）を患者
の状態に合わせて決定し実施している。中でも、独居高齢者や高齢夫婦世帯等について、円滑な服薬支援の実施
が困難なケースが 増加しており、区保健師の電話による確認、訪問回数も増加傾向にある。
　　H29年度結核患者支援実績：保健師による訪問指導157件、来所94件、保健師による電話806件
　　（平成29年度年度報より）
  (3)近年、外国籍の結核患者が増加傾向にあるが、日本語によるコミュニケーションができず円滑な対応ができ
ない場合がある。

２　ＨＩＶ検査業務支援
　(1)新規HIV感染者・エイズ患者は全国で毎年1500人前後と横ばい状態であるが、その約4割は保健所検査で発見
されおり、保健所（支所）の役割は大きい。 現在、HIV(エイズ)検査(希望者には梅毒検査も)は予約・匿名制で
各区で実施されており、毎年700件前後の検査を実施している。
　(2) 検査希望者の多くは心理的な不安を抱えておりスムーズに検査を進める必要がある。本来は採血経験豊富
な保健師(看護師)が採血業務を行うことが望ましいが、各区保健師の配置状況は必ずしもそのようになっていな
いのが現状である。

■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

671-2462

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 結核対策事業

結核服薬支援等及びＨＩＶ検査の安定的な運営について2

提案内容
・

概算額等

◇対応の内容

方策１　結核服薬支援、ＨＩＶ採血は、外部講師を招いた研修や採血の場を提供。
方策２　薬局支援制度は、現薬局ＤＯＴＳ要領で訪問が可能。31年度は、薬局訪問費を増額。
方策３　医療通訳は、31年度より局一括で年間契約を実施。

健康福祉局 健康安全課

対応する 予算対応する

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 健康福祉局健康安全課 鈴木係長



（様式３－２）

担当者名 市川 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 生活困窮者自立支援制度

◇対応の内容

　高校生への支援については、事業費を計上し、次年度より事業をモデル７区で実施します。実施
内容や積算根拠などについては、モデル区と今後調整を行います。

健康福祉局 生活支援課

対応する 予算対応する

被保護世帯等の高校生世代を対象とした進路選択等に関する支援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

戸塚区 生活支援課

866-8431

健康福祉局 鶴見区　西区　南区　緑区　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

提案内容
・

概算額等

・高校卒業後の将来のことについて具体的なイメージが持てない。
・アルバイトのほうが楽しくなってしまい、高校に行くのが嫌になってしまった。
・高校に馴染めず、なんとなく通えなくなってしまった。

◇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。

　平成29年度より寄り添い型学習支援事業に高校中退防止支援として中学生の支援と同じ時間帯と
場所で高校生を対象とした学習と居場所の提供を開始。利用登録生徒は平成30年度4月現在18名で、
全て全日制高校に通う生徒。

◇課題解決のための方策

　被保護世帯の高校生世代に対して、進路選択を行うに当たっての十分な情報提供や支援を行い、
将来の見通しを持ち高校卒業後の自立につなげる。支援内容は、就職への動機付け、お金に関する
教育、アルバイトの相談、就労相談、就職試験対策、人と話すことの練習、居場所の提供、教育支
援、学校や生活に関する個別相談支援、等。

　事業費　1,200千円　（委託）

　国のデータ(*)によると高校卒業後に大学や専門学校等の高等教育機関に進学したものは80.6%と
過去最高の進学率となっているが、当区の被保護世帯では44.7%である。また、非正規の職に就いた
ものは国平均が0.7%であるのに対して当区の被保護世帯では10.5%、進学も就職もしていないものは
国平均が4.7%であるのに対して当区の被保護世帯では15.7%となっている。
 さらに、高校中退率については、国平均が1.6%であるのに対して当区の被保護世帯では5.7%となっ
ている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*)文部科学省「平成29年度学校基本調査」による数値

◇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

671-4078

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局生活支援課　吉澤

対応の有無



（様式３－２）

担当者名 鈴木　幹 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

所管局課・担当者 市民局地域防犯支援課

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 LED防犯灯整備事業ほか

開発事業における防犯灯設置の義務化等による明るく安全、安心な街づくりの推進16

提案内容
・

概算額等

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

戸塚区 地域振興課

866－8413

市民局地域防犯支援課 全区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

１　横浜市開発事業の調整等に関する条例において、防犯灯の設置が義務付けられていないこと
　から、開発地（秋葉町：約３ha・宅地約160区画・道路延長約700m）に防犯灯がまったく設置
　されない真っ暗な「街」ができ上がりつつあり、地元町内会から救済要望が出されています。
２　LED防犯灯の寄附制度について、受納の対象を「電柱等に共架するLED防犯灯」に限定してい
　ることから、電柱等がない道路への鋼管ポールLED防犯灯の設置が遅れていて、暗い道が長期
　にわたり改善できない状況です。
３　LED防犯灯整備事業において、必要な予算が確保されていないことから、真に必要なLED防犯
　灯を設置することができず、暗い道が長期にわたり改善できない状況です。

◇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

　横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正するなど、再び「防犯灯のない街」が作られ
ることがない制度を構築してほしい。鋼管ポールLED防犯灯も寄附受納の対象にしてほしい。必要
な予算を確保し、真に必要なLED防犯灯については早急に設置してほしい。

◇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。

　標識設置届の情報を自治会町内会へ提供することで地域と開発業者との事前の協議がスムーズに
進むようにサポートしています。

◇課題解決のための方策

　横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正するなど、開発事業者の責任において防犯灯
を必ず設置させる制度を構築することが肝要です。今後、技術革新など「新しい形の防犯灯」が開
発されたり、「無電柱化の推進」により街づくりが変わっていくことが予想されることから、LED
防犯灯の設置基準や寄附制度についても見直しを検討していくことが必要です。LED防犯灯整備事
業の予算を拡充することで、真に必要なLED防犯灯を設置することができ、明るく安全、安心な街
づくりが推進されます。

　横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正するなど、開発事業者の責任において必ず防
犯灯が設置される制度の構築。
　LED防犯灯の寄附制度や寄附受納の基準の見直し。
　LED防犯灯整備事業の予算の拡充。　35,000千円



◆局回答内容

担当者名 矢吹 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

671-3709

対応の有無

市民局 地域防犯支援課

対応する 既存制度の見直しを行う

◇対応の内容

○（条例の所管局）建築局宅地審査課：ＬＥＤ防犯灯の設置については、建築局宅地審査部におい
て、平成30年４月より、５戸以上の戸建て住宅・共同住宅を対象に、開発事業者に対し協議・指導
を実施しています。
　開発調整条例の改正による設置の基準化については、防犯灯設置基準を運用している市民局や区
役所と協議を進めています。
　現在の指導の効果を検証するとともに、基準化に向け、審査・検査における市民局と区役所との
役割分担など運用方法の調整を踏まえ、規定する内容を引続き検討していきます。
　なお、秋葉町の開発については、開発事業者に対し協議・指導をした結果、開発事業者が設置す
ることになりました。
市民局地域防犯支援課：建築局宅地審査課と同様の考えです。
　また、上記秋葉町のＬＥＤ防犯灯については開発事業者が設置することになり、設置箇所につい
て助言をするとともに、現地において地元町内会と設置箇所の現況確認や今後の進め方について調
整しました。
○ＬＥＤ防犯灯の設置は電柱に共架することを基本としております。その理由として鋼管ポールは
設置費用が高額なことやポールの倒壊、民地内に設置した場合の継続使用の担保など維持管理が難
しい面があります。今後、寄附相談や地域等のニーズを踏まえて検討していきます。また、鋼管
ポール設置の基準については、本市の道路占用許可基準に沿った防犯灯の基準でありますので、設
置基準については現行のままと考えます。
　なお、設置基準を満たし、設置が必要な灯数の予算額確保に引続き努めます。



（様式３－２）

担当者名 小島、梅田 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
原田、永山、粟
屋、岩﨑

TEL

対応の有無

◇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

・窓口の待ち時間が長い。
・国民健康保険の高額療養費は、同じ内容でなぜ毎回申請しなければならないのか。

◇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

　区保険年金課給付事務について、区・局で検討を行い、順次、モデル実施、局への集約、セン
ター化等を進め、給付事務の業務改善・効率化を図ります。
(1) 過誤調整・不当利得請求事務の集約化の実施
　　29年度から実施している過誤調整・不当利得請求事務の集約化モデル事業の実施区の拡大
(2) 高額療養費支給事務の改善
　　市民サービス向上・事務の効率化のため、国民健康保険高額療養費（70歳以上）の支給につい
ては、２回目以降は申請なしに１回目の口座に振り込む自動償還払いを実施。
(3) 給付申請書支出事務の集約化の検討
　　区民の利便性を考慮して申請書の受付は区で行いますが、後期高齢者医療制度の広域連合をモ
デルに、その後の事務処理を集約化することを検討。
(4) 介護保険住宅改修審査事務の集約化の検討
　　事務の効率化並びに介護給付の適正化を図るため、住宅改修審査事務の集約化を検討。

　区保険年金課給付事務について、区局協働で検討を行い、集約化・効率化に向けたモデル実施、
拡大を提案します。

　区保険年金課給付担当は、国民健康保険、介護保険、後期高齢医療制度の給付事務並びに小児・
ひとり親家庭等・重度障害者医療費助成事業の資格の得喪事務（医療証の交付）及び給付事務を所
管し、申請書式等が100種を超えるなど複雑な事務処理となっています。
 また、たび重なる制度改正、高齢化の進展等により業務量が増加しており、今後もこの傾向は継
続することが見込まれることから、以下の課題が生じています。
(1) 重大な事務遅延の発生並びに事務処理ミスの増加による市民への影響
　　過誤調整・不当利得請求事務については、過去に複数区で事務遅延が発生しており、深刻なコ
ンプライアンス案件となっています。また、18区保険年金課の事務処理ミスは区役所全体の約４分
の１を占めており、その45％（84件中38件）が給付分野において起きています。
(2) 窓口機能と市民サービス低下の懸念
　　対象となる市民の増に伴い、窓口の混雑による待ち時間の増加や、本来行うべき丁寧な説明が
十分に行えないなど、窓口機能と市民サービスの低下が懸念されます。
(3) 超過勤務増加の懸念並びに更なる人員増の必要性
    超過勤務の縮減に努力していますが、今後、処理件数の増加、事務の複雑化を背景に超過勤務
が増加することが懸念されます。また、法令・システムの制約から区単独での事務改善は困難であ
り、現状のままでは、今後も継続的に人員増の必要性が生じることは確実です。

◇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

2373・2421・
4250・3694

区保険年金課給付事務の集約化・効率化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

栄区 保険年金課

894-8233

健康福祉局 全区

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名
国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、小児医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事
業、重度障害者医療費助成事業

◇対応の内容

　業務増への対応、事務ミス防止、窓口サービス向上等の観点から、区局で連携しながら、集約
化・効率化の検討を進めたい。

健康福祉局
保険年金課、介護保険課、
医療援助課

対応する その他

対応する場合

所管局課・担当者
健康福祉局保険年金課 原田課長・永山係長、
介護保険課 粟屋課長、医療援助課 岩﨑課長

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



（様式３－２）

担当者名 松本 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 石田 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 河川・水路等維持管理事業

◇対応の内容

必要となる事業費を配付します。

道路局 河川管理課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 道路局河川管理課　石田係長

河川・水路、雨水調整池の適切な維持及び防災機能の強化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

栄区 土木事務所

895-1411

道路局
12区（神奈川区、港南区、保土ケ谷区、旭
区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑
区、戸塚区、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

提案内容
・

概算額等

　大雨時には水位の上昇や溢水に関する問合せや陳情が多く寄せられる。また、夏季は草木の繁茂
について伐採するよう陳情が増える時期で、特に親水拠点などでは子供たちが水辺に入って遊んで
いても、その姿が見えなくなる状況を危惧する声が寄せられている。

◇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。

　区配された配布予算にて、計画的な管理や陳情対応を行うほか、水辺愛護会への活動支援や情報
交換を行うなど、顔の見える関係づくりに腐心している。
【区運営方針】
１　栄の魅力創造と発信によるにぎわいあるまちづくり
３　健康福祉・健康づくりの推進による安全・安心のまちづくり

◇課題解決のための方策

１　治水機能の確実な確保
　本市では、近年の国内の大規模水害をきっかけに「神奈川県大規模氾濫減災協議会」（平成30年
５月に法定化）における取り組み方針として、「適切な維持管理による治水機能の維持」を位置付
けています。
（１）定期的な堆積土砂の掘削、河床洗掘防止実施
　　現在河川等で確認されている土砂堆積箇所や河床洗掘箇所について当面５か年で実施するとと
もに、その後も定期的な堆積土砂の掘削や洗掘防止工事を行います。
（２）定期的な除草・伐採の実施
　河川等で草木が繁茂している場合、土砂の堆積状況に加え、護岸損傷や河床の洗掘など、河川断
面を形成する構造物などの状態も確認できず、治水機能確保の支障となることから、河道内の除草
（年２回）及び定期的な樹木伐採を実施します。

２　快適に過ごせる水辺空間の提供
　河川には、治水機能と合わせて「環境」を創り出すという重要な役割があります。親水拠点は、
良好な水辺空間、また環境教育にも活用できる貴重な場として、将来にわたって愛されるべき施設
と考えます。そのため、親水拠点においても適期に除草（年２回以上）を実施するほか、老朽化し
た施設の更新を確実に進め、市民が快適に利用できる施設として維持していきます。

・堆積土砂の掘削：各区土木事務所の必要額÷５か年　　80,000千円
・除草：現行除草箇所及び追加箇所×年２回　　　　　 270,000千円
・施設修繕：各区土木事務所の修繕必要額÷５か年　　　50,000千円

　河川・水路、雨水調整池（以下、「河川等」という。）では、近年の大雨などにより土砂が堆積
し、下流へ水を流す能力（以下、「流下能力」という。）や、調整池機能が低下しています。ま
た、激しい水の流れにより河床が洗掘されることで護岸の損壊が起こっており、治水機能が低減し
ています。
　それに加えて、堆積土砂に草木が繁茂することで更に流下能力が下がるほか、快適な水辺空間の
提供の妨げになっていますが、除草・伐採のための予算が不足しており、十分な対応ができていま
せん。合わせて施設の老朽化に伴う更新も進まない状況となっています。
　このため、護岸崩落等の原因見落としや大雨時には河川等の水位上昇による浸水が発生した場合
には、市民の生命・財産に被害が生じ、管理瑕疵を問われることになりかねません。

◇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

671-2857

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 田中、桂田 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 井上 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 地域緑のまちづくり事業

◇対応の内容

地域緑のまちづくり事業の活動団体については、協定締結終了後の団体についてもコーディネーター派
遣による支援を行っています。今後、その支援制度を明確にし、周知を図っていきます。

環境創造局 みどりアップ推進課

対応する 既存の制度で対応する

地域緑のまちづくり事業終了後のアフター支援制度の確立について4

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

栄区 区政推進課

894-8161

環境創造局 南区、磯子区、泉区

◇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

・「地域緑のまちづくり事業」が終了した後の、創出した緑を良好に維持管理していくための専門家に
よる技術支援が必要である。

◇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。

・「地域緑のまちづくり事業」に基づいた、同地区公共施設の緑化及び維持管理

◇課題解決のための方策

・創出した緑について、専門家による定期的に維持管理状況の確認を行うとともに、維持管理方法等に
ついて助言や支援を行う。

・専門家による定期的な維持管理状況の確認
・維持管理方法についての助言や支援

・栄区の湘南桂台地区では、環境創造局みどりアップ推進課が所管している「地域緑のまちづくり事
業」を活用して、平成26年度から平成30年度の期間で同地区において、官民連携して緑化を進めていま
す。
・新たに創出した公共地や民有地の緑について、当該事業を推進している地域団体「湘南桂台みどりの
会」が協働で維持管理を行っています。
・31年度以降も、地域団体が維持管理を行っていく必要がありますが、維持管理が適正に行われ、創出
した緑が良好な状態にあるのかを専門的に確認していくことができず、地域団体のみで保全していくこ
とに懸念があります。

◇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

671-2688

対応する場合

所管局課・担当者 環境創造局みどりアップ推進課

対応の有無



（様式３－２）

担当者名 石塚 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 柿崎、三國 TEL

◇対応の内容

　地域への防犯カメラの設置補助については、すべての要望に応えられていない状況であり、地域の防
犯活動の支援として補助制度の継続が必要であると認識しています。神奈川県に対しては補助制度の継
続を働きかけるとともに、万一、神奈川県の補助制度が廃止された場合にも、市独自の補助制度を構築
するため予算計上します。

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

栄区 地域振興課

894-8391

市民局 全区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　現行、地域防犯カメラ設置補助事業は神奈川県の補助制度に対応し、横浜市においても同一対象に補
助を実施している。神奈川県では28年度からの４年計画で800台の設置を目指していたところ、平成30
年度に目標を達成する見込みであり、次年度以降の状況は未定である。
　しかしながら、28・29年度に市内168団体から404台の申請があったのに対して128団体145台の補助に
とどまり、地域の防犯カメラ設置に対するニーズに対応できていない状況にある。
補助実績
H28：申請団体101　申請台数284　H29：申請団体 67  申請台数120
　　 補助団体 60  補助台数 60　　　 補助団体 67　補助台数 85

■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

　防犯カメラの設置要望に対し、実際の補助件数が少ない。現在の補助制度に該当しても、各自治会町
内会１台の設置が限度と想定され、複数年で計画的に設置する必要がある。

◇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。

　地域（自治会町内会等）が申請した防犯カメラに対して10分の９（神奈川県10分の５、横浜市10分の
４）の補助を行う制度となっている。
　（補助限度額324,000円）

◇課題解決のための方策

　神奈川県に対して現行補助制度の継続を働きかけるとともに、地域で防犯活動に取り組む自治会町内
会を引き続き支援するため、県の補助制度の存廃にかかわらず、横浜市として地域の防犯カメラ設置に
対する補助について予算措置を講ずる必要がある。

671-3705

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 地域防犯カメラ設置補助事業

　地域防犯カメラ設置補助事業5

提案内容
・

概算額等

市民局 地域防犯支援課

対応する 既存の事業で対応する

　県への地域防犯カメラ設置補助事業継続の働きかけ、横浜市として地域の防犯カメラ設置に対する補
助に関する予算措置（県の補助制度廃止の場合は市独自の補助制度構築）を希望する。

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 市民局地域防犯支援課 柿崎係長



（様式３－２）

担当者名 芹澤、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 矢口・小田 TEL

対応する場合

所管局課・担当者

政策局基地対策課　矢口係長
健康福祉局環境施設課　高森係長・安藤係長

環境創造局政策課　澤田係長
道路局企画課　故島係長

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇対応の内容

跡地利用全体の調整に係る検討費、暫定利用整備・維持管理費、公衆トイレ工事費　等

◇課題に対する局の考え方

政策局 基地対策課

対応する 既存の事業で対応する

671-4002

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
政策局：跡地利用推進事業、健康福祉局：大規模施設跡地墓地整備事業、道路局：旧深谷通信所跡地利用関連道
路計画検討調査事業

深谷通信所跡地利用計画の推進及び暫定利用の促進について1

提案内容
・

概算額等

【政策局】跡地利用検討（　　　　　円）、暫定利用(通路舗装整備）（　　　　　円）、暫定利用
（維持管理費）（　　　　　円）、公衆トイレ工事費※資源循環局執行（　　　　　円）、公園計画
検討委託※環境創造局執行（　　　　　円）
【道路局】道路計画（　　　　　円）
【健康福祉局】墓園計画（公共事業事前評価、環境アセス、測量、地質調査）（　　　　　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

泉区 区政推進課

800-2331

政策局、健康福祉局、環境創造局、道路局 戸塚区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・「深谷通信所跡地利用基本計画」で定められた公園、公園型墓地、道路について、着実に整備計画
を進めてほしい。
・跡地返還から３年が経過したが、整備工事が行われることもなく、返還の実感がない。暫定利用、
本格利用を問わず整備工事を早期に行うこと。
・跡地には公共の設備がないため、現状では跡地の活用には制限がある。

◇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。

・地元の意見を反映した跡地利用及び暫定利用の実現に向けて、調整を進めてきました。
・深谷通信所跡地中央広場を設置、維持管理を行っています。

◇課題解決のための方策

(1) 跡地利用基本計画の着実な推進
   ・政策局を中心とし、各施設所管局が一体となって、着実に事業を推進する
　 ・環状３号線（国道１号付近～立場駅付近）の事業着手
(2) 暫定利用の早期整備
　 ・公衆トイレの31年度中の着実な整備

１ これまでの経緯
　 26年６月末　深谷通信所返還
   30年２月　　「深谷跡地利用基本計画」策定

２　課題
　・各施設の基本計画の策定は、同時進行的に行う必要があり、政策局を中心として足並みをそ
　　ろえて推進していく必要があります。一方、施設整備計画全体の約65％を占める50haの大規
　　模公園の整備については、旧上瀬谷通信施設、小柴貯油施設跡地等、同様の大規模な米軍施
　　設の跡地における事業期間と重複することから、財源の確保、事業費の縮減、平準化及び事
　　業の優先順位について庁内で検討する必要があります。
　
　・各施設基本計画の策定や環境影響評価等は、各計画単位で行いますが、各局が連携して、本
　　市として効率的かつ統一的な対応を図り、新たな中期計画の最終年となる33年度には、都市
　　計画決定がなされている必要があります。
　
  ・基本計画と併せて、環状３号線（国道１号付近～立場駅付近）及び旧深谷通信所と環状３号
　　線・環状４号線との連絡道路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



◆局回答内容

担当者名 安藤・高森・小泉 TEL

◆局回答内容

担当者名 澤田・福富 TEL

◆局回答内容

担当者名 故島・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

道路局 企画課

671-2777

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

対応する場合

◇対応の内容

跡地利用基本計画の着実な推進について、施設全体の計画を踏まえて道路計画を検討する必要がある
ことから、関係局と連携して進めます。環状３号線は、本市の道路ネットワークの骨格をなす幹線道
路であるとともに、跡地利用計画を進める上でも重要な道路であることから、事業中の国道１号に接
続する区間の整備状況を踏まえつつ、早期事業化に向けて取り組みます。

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

環境創造局 政策課

671-4214

対応の有無 対応する その他

対応する場合
◇対応の内容

公園整備計画の検討について、関係局と連携して取り組みます。

◇対応の内容

健康福祉局 環境施設課

045-671-2450

対応の有無 対応する 予算対応する

対応する場合
環境影響評価手続き等の実施に向け調整を進めます。

◇対応する場合の課題

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 北川 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 辻、齋藤 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

泉区 地域振興課

800-2396

教育委員会事務局 保土ケ谷区、栄区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

１　市内に５箇所設置されている廃校後の学校コミュニティハウス（以下、廃校コミハとい
　　う。）については、通常の学校施設活用型コミュニティハウス（以下、学校コミハとい
　　う。）として、各区毎に委託契約を締結して運営しています。
２　学校コミハについては、教育委員会事務局が修繕のための予算を確保していますが、その予
　　算は廃校コミハに対する修繕には執行する仕組みとなっておらず、区の予算で修繕対応して
　　いますが、他の施設でも修繕箇所が多くあるなか、予算不足となっており先送りせざるを得
　　ないなど、利用者の安全・安心が確保が担保できない状況にあります。

◇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
廃校コミハ内の研修室の空調機は老朽化により効果がなくなりましたが、修繕費の目途が立たないた
め、先送りせざるを得ず、３年間区民から多くのご指摘を受け続けました。
その後、空調機が使用不可となり、夏季及び冬季の部屋の使用中止を余儀なくされましたが、平成29
年度末に壁掛型エアコンに更新し、ようやく部屋の使用再開に至りました。

◇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。

区づくり推進費で対応していますが、18区では各区30前後の施設を所管し、修繕予算は平均して300万
円程度であることから、１施設に換算すると修繕費は10万円程度となります。特に電気や機械設備系
は、設置後10年以降に故障する頻度が高く、その修繕費用は10万円以下になることはなく、区民利用
施設担当では対応に苦慮していることが実情です。

◇課題解決のための方策

廃校コミハも、通常の学校コミハと同じように区づくり推進費に加えて教育委員会事務局の修繕予算
を充当することによって、適切に管理運営することが必要不可欠です。

671-3278

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

廃校後の学校コミュニティハウスに係る修繕費の取扱いについて6

提案内容
・

概算額等

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課

対応しない 制度化見送り

・教育委員会事務局の学校コミハ修繕のための予算を、廃校コミハにも執行できるよう要望します。

対応しない場合

学校施設活用型コミュニティハウスの修繕については、教育施設課の小工事等特別配当予算から学校
支援・地域連携課が執行課となり、学校配当で対応しております。しかし、廃校後は教育施設ではな
くなるため、他の小中学校の修繕対応を子どもの安全性確保などの優先順位をつけて実施している中
で、主体的に修繕対応の費用負担をすることは厳しい状況です。現在は、区が教育施設課に毎年度公
有財産使用承認願を提出のうえ旧学校施設の一部を利用していることから、区民の生涯学習の振興と
してコミュニティハウスの存続を必要とする場合は、引き続き区づくり予算による修繕対応をしてく
ださい。

◇対応する場合の課題

学校施設活用型コミュニティハウスの修繕について、空調設備の老朽化による故障が発生している中
で、優先度の高いものから順次対応していきます。

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 教育委員会事務局学校支援・地域連携課地域連携係　辻係長



（様式３－２）

担当者名 服部、葛野 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 岩間係長 TEL

◇対応の内容

旧上瀬谷通信施設内の土地利用基本計画策定及び事業化に係る検討費（土地区画整理事業、農業振興、
施設内の骨格となる道路･公園等）

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

瀬谷区 区政推進課、土木事務所

367-5631

都市整備局 旭区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

旧上瀬谷通信施設跡地を取り巻く様々な現状と課題
１．歴史的経緯を含めた現状の課題
　・跡地内では、都市基盤・農業基盤が未整備であり、河川水路等の既存既設の老朽化が顕著
　・都市計画道路の整備率が低く、近接する幹線道路において慢性的な渋滞が発生
２．まちづくり推進上の課題
　・国際園芸博覧会開催を契機として、土地利用を促進する必要
　・周辺道路の交通量増加への対策や「新たな交通手段」を含めた円滑な交通環境を実現

◇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

旧上瀬谷通信施設内の地権者は、平成29年11月に「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」を立ち上げ、
土地利用基本計画の早期策定と事業開始を求めています。

◇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。

瀬谷区上瀬谷通信施設返還対策協議会（平成30年８月までに12回開催）の開催等

◇課題解決のための方策

１．庁内プロジェクトの推進
　・庁内一丸となって「上瀬谷跡地プロジェクト」として、推進体制、ロードマップの明確化、
　　予算措置を講じて取り組む。
２．土地利用基本計画等の早期策定
　・民有地地権者の意向や、多様な市民ニーズの声を踏まえて、将来都市構造（ゾーニング）や
　　具体の土地利用計画に反映させる。
３．交通ネットワーク等の充実
　・国際園芸博覧会の開催向けて、交通ネットワーク等の充実のため重点的に整備を行う。
　・周辺既存道路の改良や既存施設の管理に向けた暫定整備等を実施する。

671-2059

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 旧上瀬谷通信施設地区事業化検討費、旧上瀬谷通信施設地区関連事業化検討費

旧上瀬谷通信施設跡地のまちづくりプロジェクトの推進1

提案内容
・

概算額等

都市整備局 市街地整備推進課

対応する 既存の事業で対応する

○旧上瀬谷通信施設内の土地利用基本計画策定及び事業化に係る検討費（土地区画整理事業、農業振
興、施設内の骨格となる道路･公園等）

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 市街地整備推進課　岩間係長



（様式３－２）

担当者名 菅家 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 畑 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 資源循環局街の美化推進課・畑担当係長

対応しない場合

下水直結式仮設トイレについては他の資機材や備蓄食料の出し入れへの影響を含めて、地域防災拠点運営委員会
と話し合い、防災備蓄庫の空きスペースを活用して納品しています。防災備蓄庫の空きスペースが少ない拠点に
おいては、必要に応じて学校も交えて協議することで、場所を確保するようお願いします。

◇対応する場合の課題

下水直結式仮設トイレについては、これまで配備した全ての地域防災拠点において保管場所が確保できています
ので、今後も未整備の地域防災拠点へ早期に対応することが重要です。課題がある防災備蓄庫については、備蓄
庫内全体の備蓄品の今後の取り扱い方について、総務局危機管理室を含めた関係局と区との協議をします。

◇課題に対する局の考え方

671-2555

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 下水道直結式仮設トイレ設置事業

下水道直結式仮設トイレ設置事業に伴う保管場所の検討・対策について2

提案内容
・

概算額等

資源循環局 街の美化推進課

対応しない 予算化見送り

【参考】下水道直結式仮設トイレの器材の保管が困難な学校に対して保管用の倉庫を設置
　　　（一か所：倉庫      （工事費別））

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

瀬谷区 総務課

367-5611

資源循環局 港南区・磯子区・戸塚区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

現在、地域防災拠点で整備を進めている下水道直結式仮設トイレについて、整備後は仮設トイレの
器材を保管する場所が必要となります。整備主体の環境創造局は、既存の防災備蓄庫もしくは学校
の空きスペースでの保管を想定していますが、防災備蓄庫の収納には限界があります。また、空き
スペースが不足している学校では、保管することが困難な状況にあります。

◇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

「倉庫等を置く敷地はあるので、仮設トイレ一式を保管する倉庫等を準備することで保管すること
は可能になるのではないか。」とのご意見もいただいております。

◇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。

区運営方針における施策「安全・安心のまちづくり」として、震災や水害等の災害に備えた危機管
理対策・人材の育成による地域の防災体制強化に取り組むことや、食中毒・感染症の予防対策を推
進するとしています。

◇課題解決のための方策

空きスペース等のない学校に対しては、仮設トイレの器材を保管するための対策が必要です。
仮設トイレの設置は地域も早急な対応を望んでいますが、学校によっては、空きスペース等がな
く、保管が困難になるところも存在します。改めて、資機材を整備している市としては、責任を
持ってしっかりと検討するとともに、対策・対応について方向性を示すことが必要です。

◇対応の内容



（様式３－２）

担当者名 伊熊　美和子 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 奈良 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 寄り添い型生活支援事業

◇対応の内容

　困難を抱える児童一人ひとりに寄り添った支援と安定的な運営を継続するために、事業費積算を見
直します。
　一方で、各区の実情に応じた特色ある支援に関する加算メニューについては、本事業で提供する支
援内容の整理と併せて検討する必要があると考えており、現時点での予算化を見送ります。引き続
き、支援内容の整理を行い、検討を進めていきます。

こども青少年局 青少年育成課

対応する 予算対応する

寄り添い型生活支援事業の効果を最大限発揮するための事業の再構築8

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

瀬谷区 こども家庭支援課

367-5760

こども青少年局 鶴見区 西区 南区 港南区 都筑区 戸塚区

◇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

　本事業は、基本的な生活習慣の習得を支援するとともに、子どもの成長に必要な居場所と時間を保障し、自己
肯定感を育むことにより自立を促し、貧困の連鎖を断ち切る効果が期待されます。さまざまな困難を抱える子ど
もは増加しており、本事業の安定した継続のために、事業費等の見直しが望まれています。

◇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。

　瀬谷区運営方針の「子ども・青少年の育成」施策として、課題を抱える家庭への支援を位置付けています。
　平成22年より「子どもの生活塾」を開設し、さまざまな課題を抱えた家庭や子どもに対して、寄り添い型の生
活支援を行っています。

◇課題解決のための方策

　運営の実態に即して運営費の見直しを行います。具体的には、以下のとおりです。
１　人件費積算の見直し
　　経験とスキルを持つ人材による継続支援が可能になるようにボランティア謝金での設計をアルバイト賃金に
　見直して増額します。
２　各区の実情に応じた特色ある支援に対する加算メニューの新設
　　各区の実情に応じた柔軟な支援ができるように、基本的な支援に加えて外国につながる児童の支援など特色
　ある支援を実施する場合の加算メニューを新設し、委託料を一律ではなく、実施状況に応じた積算とします。

１　人件費積算を見直し、生活支援アシスタントとしてボランティアのほかに常駐スタッフを置くことにより、
支援者の専門性、責任性及び継続性を確保します。
２　各区の実情に応じた特色ある支援に対する加算メニューを新設します。

　子どもの貧困対策、特にさまざまな困難を抱える児童に対する施策として有効な本事業は、事業開始から10年
目を迎えますが、多くの区で事業費が不足しており、安定的な実施体制の確保が難しい状況となっています。
要因１：常勤スタッフ２名以外はボランティア(謝金)で対応する事業スキームが想定されていますが、実態
は、事業を利用する子どもは、スタッフとの信頼関係ある間柄での個別支援が必要であり、一人ひとりに寄り
添ったきめ細かい支援には経験とスキルが欠かせないため、ボランティアではなく、アルバイトを雇用して継続
的に支援を行っています。
要因２：全区一律の支援内容が想定されていますが、実態は、区の実情に応じて特色ある支援が行われており、基
本的支援を行うスタッフとは別に、それぞれの状況に対応できる人材を雇用しています。
　これら人件費の想定との差額は、運営法人の持ち出しとなり、大きな負担となるだけでなく、事業の継続や新
規施設の開設の妨げとなっています。

◇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

671-2353

対応する場合

所管局課・担当者 こども青少年局青少年育成課　安形係長

対応の有無
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