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はじめに

　本年4月、私達は「立憲民主党・民権クラブ神奈川県議会議員団」を立ち上げ、同じ理念

や意志を持った所属議員17名の会派として今後も県民の目線に立った政策提言を行って

いく所存である。

　本書は来年度の予算・施策に関する要望書であるが、作成にあたっては県民をはじめ県

内自治体や各種団体等からご意見を頂戴した上で、会派としての提言を盛り込んだものと

なっている。

　さて、本県財政は歳入面では県税収入の比率が高いことに加え、法人県民税や事業税も

主たる税源であることから、景気の動向に大きく左右されるため、不安定な財政構造と

なっている。

　一方、歳出面においても、急速に進展する少子高齢化に伴う介護・医療・児童関係費等

が増加することが見込まれており、歳出に占める義務的経費の割合は今後より一層高くな

ることが避けられない状況にある。

　また、県債残高に目を向けても、その発行額は年々増え続け、国の借金の肩代わりとも

指摘をされている臨時財政対策債を含めた額は約3兆5,000億円にまで上っていることか

らも、今後もさらなる財政健全化施策の推進はもとより、各種事業の選択と集中が求めら

れている。

　さらに、本県は来年度予算編成方針によると、現時点で概ね600億円の財源不足が見込

まれているとのことであり、大変厳しい財政状況に置かれているといえる。

　そのような中にあっても、知事並びに県当局におかれては、県政が直面する諸課題、特

に県民生活に深く関わる喫緊の課題に対しては、県民に寄り添い、的確に且つスピード感

を持って対応するとともに、来年度予算編成及び施策・事業の実施にあたっては、本要望

書の内容を真摯に受け止め、反映されることを強く求めるものである。

平成30年10月吉日

立憲民主党・民権クラブ神奈川県議会議員団

団　　　　長　　　　　　てらさき　雄介

政務調査会長　　　　　　　　浦道　健一
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重点要望

1.  日米地位協定改定に向けた取組みについて
　日米安全保障条約を中心とする日米関係の強化という観点から、地位協定の改定が必要

である。

　現在、渉外知事会では軍属として扱うべき対象範囲の見直しや地位協定上の特権の制約

を議論し、日米地位協定の課題を的確に指摘した改定試案を作成し、協議されていること

は承知している。

　さらに、県はこれまで全国渉外知事会等を通じて、米軍構成員による犯罪の再発防止の

ほか、事件・事故時の措置の充実など、日米地位協定の抜本的な見直しについて国に要望

しており、今年は基地の安全・犯罪予防による抑止効果という 2つの観点から新たな改定

の提案を行ったが、今後も引き続き政府への提出をはかるとともに、国に対し改定を強力

に働きかけること。

2.  公文書管理の徹底について
　県の情報公開条例や公文書館条例は、施行から相当の年数が経過しているが、この間、

個人情報の流出や国の公文書の改ざん及び廃棄などが発生し、県民の権利意識、とりわけ

個人情報の取扱への関心は非常に高くなっている。

　そのような中、本県では、本年 5月に県立公文書館において、個人情報の含まれた旧優生

保護法関係文書を誤って提供していたことが発覚したが、このことについては誠に遺憾で

あり、二度とこのような事案が発生することのないよう徹底して再発防止に努めること。

　また、公文書の管理と保存については、我が会派の指摘を受け、全庁横断的による検討

組織を立ち上げ、公文書管理のあり方について見直しを検討し、年度内のできるだけ早い

時期に検討結果を取りまとめるとのことであるが、公文書は県民の共有財産という観点か

ら、その管理や保存などの取扱いを、根本から見直していくこと。

3.  財政運営について
　平成 28 年 3 月に策定した「中期財政見通し」における財源不足額は、平成 31 年度が

950 億円、32 年度は 1,300 億円と拡大することが見込まれ、今後の財政状況は、より危機

的で厳しくなっていく見通しである。

　一方で、今後の税制動向など、策定後の財政状況の変化も見据える必要があるため、現

状を踏まえた上で、将来の財政状況を的確に見通すことで、今後の財政運営の方向性を定

め、財政健全化に向けた道筋を明らかにする「中期財政見通し」は重要である。

　ついては、「中期財政見通し」は、推計期間中であっても適切な時期に見直し、「県債管
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理目標」の達成を図るとともに、財政健全化に向けた各種取組を進めていくこと。

4.  基地問題に対する取組みの強化について 
　厚木基地に関わる様々な課題がある中、基地の負担軽減が図られるよう、引き続き関係

自治体と協議の上、国に強力に働きかけること。 

　また、硫黄島に替わる恒常的訓練施設の選定については、当初の期限が平成 21 年 7 月

とされていたにも拘らず、依然として、選定されるに至っていないことから、一刻も早く

これを選定するとともに明確な情報提供をするよう併せて国に働きかけること。

5.  ヘイトスピーチ対策の強化について
　特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を解消すべく、いわゆるヘイトスピーチ

解消法が施行され 2年が経過した。

　法は、その前文において、「不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、

さらなる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、

不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する」としている。

　我が会派は「ヘイトスピーチは許さない」という強い信念のもと、本県の地域事情を踏

まえ、そのような課題が解消された地域社会が一刻も早く実現されるために本会議や委員

会など様々な場面で取り上げてきた。

　これらの提言により、県の懇話会等で現状の認識と課題の整理が行われているが、県内

でも具体的な事象が発生しており、一刻も早く県としてのルールを策定する必要があると

考えるとともに、共生社会を目指す本県として看過できないため、一層の取組を行うこと。

　また、ヘイトスピーチに対する社会の関心が一層高まるなか、県警察においては、不当

な差別的な言動は許さないとされる法の趣旨を踏まえ、現場の状況に応じた適切な警察活

動を推進してきているが、今後も引き続きしっかり取り組むこと。特に、警察職員に対す

る教育を充実させること。

　加えて、いわゆる公安条例に基づきデモ等の許可申請がなされた場合に、当該運動等の

主催者等に対する法の趣旨等について説明すること。

　さらに、デモ等の許可申請がなされた場合の違法行為等の未然防止に向けた事前指導を

徹底することに加え、ヘイトスピーチといわれる言動やこれに伴う活動について違法行為

を認知した際には「厳正に対処する」こと。

6.  ゲリラ豪雨等の災害に対する避難の在り方への総合的な対策の推進
　今夏の西日本豪雨による土砂崩れなどによる被害の多くは土砂災害警戒区域などあらか

じめ災害が想定された区域で亡くなられていたことからも、区域設定が必ずしも避難行動

につながらないことや、突発的な豪雨災害ではこれまでのタイムライン（事前防災行動計
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画）の想定を超えての氾濫の発生などタイムラインの検証の必要性、避難勧告が、避難行

動に結びつかなかったケースなど情報提供と早期の避難準備、避難行動、警報への理解度

など住民への啓発の必要性など課題が浮き彫りになった。

　県でも警戒区域や危険個所の設置を進めてきたが、区域設定のありかた、区域設定と避

難の関連性の検証や早期の避難に向けての有効な対策の構築やタイムラインの作成と今回

の災害を踏まえた検証と見直しを進めること。

　また、情報提供のありかた、避難勧告、警報と住民の早期の避難準備、避難行動へ周知、

啓発など検証と改善を進めること。

　さらに、一級河川における国の緊急速報メールによる洪水情報のプッシュ型配信を、県

管理河川においても同様に実施すること。

7.  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
　 競技大会開催に向けた環境整備について
　本県では、ラグビーワールドカップ 2019、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会を契機として、神奈川県の魅力を国内外に発信するとともに、本県のさらなる活性

化に向けた様々な取組が大いに期待される。 

　一方で、オリンピックセーリング競技が開催される江の島周辺は渋滞対策、基盤整備、

宿泊施設の整備等の課題が山積していることに加え、コース設定における地元漁協との調

整や海上利用者への規制などの課題も残されている。

　プレ大会、プレプレ大会の開催を控え、着実に取組を進めなければならないことから、

大会の成功に向け、本県として、組織委員会や地元自治体等と充分に連携するとともに、

各課題に対し取組みを進めるため改訂した「ラグビーワールドカップ 2019 及び東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会推進かながわアクションプログラム」を着実に進

めていくこと。

　また、何よりもボランティアの皆様のご協力があってこそ大会の成功につながることか

ら、過大な負担がかからないよう対策を講じるとともに、必要な財政措置等を国等に対し

て強く求めること。 

　さらに、若手選手の育成・強化や指導者研修など、本県にゆかりのある選手たちが優秀

な成績が収められるよう支援を充実させること。

　加えて、各市町村が取組む事前キャンプ誘致、ホストタウンの登録活動に対し、国や海

外関係機関との協議や調整において更なる積極的な支援を行うこと。

8.  森林環境税（仮称）等について
　平成 29 年 12 月に平成 30 年度税制改正大綱が閣議決定され、我が国の温室効果ガス排

出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するため、平成 31 年

度税制改正において、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設することが
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盛り込まれた。

　本県への譲与額を試算したところ、市町村分が 13 億 950 万円、本県分が 1 億 4,550 万

円となっている。

　このようなことから、本県においては、平成 31 年度からの導入に向けて、森林環境譲

与税（仮称）と県の水源環境保全税を活用して推進する施策を整理するとともに、市町村

支援の充実と譲与税の適切な活用を図り、県民が税の重複感を感じることのないよう努め

ること。

9.  津久井やまゆり園の再生について
　凄惨な事件から 2年が経過したが、入所者とご家族は一日も早い施設の再生を期待して

いる。

　ついては、再生基本構想において示された通り、千木良及び芹が谷の 2ヶ所に早期に再

整備を行い、その際には入所者の意向が尊重されるよう、丁寧な意思決定支援を行うとと

もに、事件を風化させない取組を続けること。

　また、ともに生きる姿勢や共生の重要性を改めて確認し、県としての障がい福祉に対す

る姿勢と、神奈川県の障がい福祉を後退させない決意、さらには人権尊重の精神を表明す

るため、共生社会実現に向けた条例制定に向けた検討を行うとともに「ともに生きる社会

かながわ憲章」の普及啓発に取り組むこと。

10.  働き方改革について
　本年 6 月に国会において「働き方改革関連法」が成立し、平成 31 年 4 月から順次施行

されることとなったが、同法の柱は、長時間労働に歯止めをかける「残業時間の上限規制」

と非正規社員の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」であるとされ、同法にはすでに指摘

されているように「高度プロフェッショナル制度」の導入や裁量労働制の対象拡大といっ

た内容も含まれている。

今後、本県としても、こうした予め懸念されている点について、間違っても過労死や過労

自殺等を引き起こす原因とならないようにするほか、中小企業や小規模企業をはじめとし

て、これ以上の労働環境の悪化に繋がること等がないよう、神奈川労働局とも連携し、不

適切と思われる運用については、直ちに是正に向けた取組を行うこと。

　また、なかなか改善されない状況にある介護、保育、建設、物流関係等の人材不足が深

刻な分野や、長時間労働が指摘されている教職員、医師、運輸等の労働環境について、早

急に実効性ある取組みを検討するとともに、若者や女性、高齢者など、働く意欲のある人々

の多様なニーズを把握し、きめ細かな就労支援に努めること。
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11.  障がい者雇用の促進について
　障がい者雇用については、率先して推進すべき立場である国の中央省庁で、不適切な認

定が長年にわたり行われ、雇用率が水増しされていたことが発覚した。

 「ともに生きる社会かながわ憲章」を掲げている本県にあっても、同様の事例があったこ

とは、極めて遺憾である。

　こうした事案は、県民の信頼を裏切り、今後の障がい者雇用の推進に水を差すことから

猛省を促すところであり、原因の究明と再発防止に早急に取り組むとともに、障がい者雇

用の推進と県民の信頼回復に一層の努めること。

また、本年 4月からの新しい障がい者雇用率は、精神障がい者を算定基礎に加え、直近の

障がい者雇用状況、改正障害者雇用促進法が規定した激変緩和措置も考慮されたところで

ある。

　法定雇用率の達成に向けては「障害者雇用促進センター」の普及啓発員を倍増させ、法

定雇用率未達成企業への個別訪問を大幅に強化したが、障がい者雇用への理解や、実際の

雇用に当たって対応に苦慮している企業も少なくない。

　よって今後は、今回の反省と憲章の趣旨等に鑑み、県自らの障がい者雇用率の達成に真

摯に取り組むこと。

　併せて、民間企業の取組みを推進するため、普及啓発を地道に進めるとともに、フォー

ラムや企業交流会を活用するなどして、さらなる障がい者雇用の促進に努めること。

12.  想定を上回る台風や豪雨災害対策の推進
　近年は、地球温暖化の影響により、これまでの天候予測や気象データが通用しない事例

が頻発し、全国各地で想定を超えた浸水被害や土砂災害が発生している。

　県管理河川においては、土砂の堆積と草の繁茂が著しく、川の流れが阻害されている箇

所が多く見受けられるため、河床の浚渫、草刈り等を実施し、継続的な対策を講じること。 

　また、水防法の一部改正に伴い、県管理の全二級河川において ｢想定し得る最大規模の

降雨 ｣を対象とする洪水浸水想定区域図を早急に策定し、護岸改修等の河川改修を適切に

実施すること。

　加えて、洪水情報の住民への提供については、県管理河川においても洪水予報河川であ

る相模川、酒匂川で洪水情報のプッシュ型配信の実施を早期に図ること。

　さらに、台風接近時の海岸線の道路においては、高波等が及ぼす被害を慎重に予測し、

迅速な避難指示や通行止め等の対策を図ること。

13.  学校における働き方改革について
　今日、教員の勤務実態は看過できない深刻な事態にある。

　とりわけ、市町村立小・中学校の教員の平日 1 日の平均学内勤務時間は、小学校で約

11 時間、中学校で約 12 時間となっており、かつ、そのうち 9 時間以上を児童・生徒の指
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導に関する業務が占めるなど、もはや教員の勤務を勤務時間内に終わらせることが現実的

にできないという状況にある。

　また、管理職についても長時間勤務の実態は同様であり、「神奈川の教員の働き方改革

検討協議会」やアドバイザーによる学校運営の分析も踏まえ、学校の働き方改革に関する

実効性ある対策を検討し、実施すること。

　加えて、教員の働き方改革を推進するため、教員定数の抜本的な増員を実施するととも

に、業務負担の軽減や部活動顧問の問題点、加配の在り方などを総合的に踏まえて取り組

むこと。

14.  本県の教育行政に対する県民の信頼回復について
　昨今、教職員の不祥事による処分が多発し、教育委員会においては、国に報告した障が

い者数 409 名のうち 132 名について、ガイドラインに則った確認をしていなかったことな

ど、県民の教育行政に対する信頼が損なわれている。

　ついては、教員一人ひとりが県民から疑念を抱かれぬよう、コンプライアンスを正しく

理解し意識を高めるとともに、不祥事を未然に防ぐための「教員のためのコンプライアン

スマニュアル」を効果的に活用、そして実践的な研修を行い、本県の教育行政に対する信

頼回復に努めること。

6



8

総務政策

　本県財政は、歳入面では県税収入のウエイトが高いことに加え、法人県民税や事業税も

主たる税源であることから、景気の動向に大きく左右されるため、不安定な財政構造となっ

ている。

　一方、歳出の面においても、急速に進展する高齢化に伴う介護・医療・児童関係費等が

増加することが見込まれており、歳出に占める義務的経費の割合は今後より一層高くなる

ことが避けられない状況である。

　また、県債残高に目を向けても、その発行額は年々増え続け、臨時財政対策債を含めた

額は約 3兆 5,000 億円にまで上っている。

　さらに、平成 31 年度予算編成方針によれば、現時点で概ね 600 億円の財源不足が見込

まれており、まさに綱渡りの財政運営であり、このような本県の厳しい財政状況を一刻も

早く打破するための各種取組に、今後もより一層努めるよう求めた上で、以下要望する。

1.  財政健全化に向けた取組みについて 
　県財政は、これまでに大量発行してきた臨時財政対策債による公債費負担の増大や、急

速な高齢化などに伴う介護・医療・児童関係費の増加が見込まれるなど、未だ厳しい状況

にあるが、県債の発行抑制など、行財政改革の取組みと歳入・歳出の両面から財政構造の

改革の工夫をさらに進めること。 

2.  地方交付税改革の推進について（臨時財政対策債制度の廃止について）
　臨時財政対策債制度は、地方財政計画上の「地方の財源不足額の補填財源として地方交

付税では補填しきれない部分の財源」として平成 13 年度より 3 年間の臨時措置として導

入されたものが、平成 31 年度まで延長され、抜本的な制度改正が行われていない。

　臨時財政対策債は、地方交付税の代替手段とは言え「借入金」であることから、本来は

地方交付税で補填される部分を将来世代への負担として押しつけている状況である。

　ついては、地方交付税総額を法定率の引き上げ等により確保し、臨時財政対策債制度を

廃止するよう他の自治体とも連携し強く国に働きかけること。 

3.  都市税財源の充実・確保について
　近年、いわゆるマイナンバー法の公布等、国の施策に起因する制度の創設・変更による

情報システム開発・改修が増加しており、市町村における財政負担が生じている。

　よって、国の主導による全国一律の施策を実施する際、市町村が負担することとなる事

務経費については、必要な財源が確実に配分される制度設計を行うなど、適切な見直しが
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図られるよう国に強く求めること。 

4.  企業版ふるさと納税等について
　県は、市長会及び町村会とともに、県内全市町村が「企業版ふるさと納税」の対象とな

るよう国に要望してきたが、今後とも機会をとらえて働きかけること。

また、地方創生推進交付金については、平成 28 年度第 2 回申請分から一部、交付金の運

用を弾力化したが、引き続き、機会をとらえて制度の改善について国に求めること。

5.  不交付団体における国庫補助金等の補助率の較差の解消及び特例債の
　 創設について
　依然として厳しい財政状況のなか、県内不交付団体に対しては、財政力指数による国庫

補助金の較差が設けられている。

　さらに、平成 25 年度から不交付団体は臨時財政対策債の借り入れができなくなるなど、

不交付団体を理由に財政負担を余儀なくされている状況にある。

　よって、県内不交付団体において、サービスの低下を招くことなく、新たな施策を展開

し、市民福祉のさらなる向上を図るため、不交付団体における国庫補助金等の補助率の較

差の解消及び特例債の創設を行うなど、適切な措置が図られるよう国に強く求めること。 

6.  持続可能な開発目標SDGsの推進について
　国は全国で SDGs 達成に向けた優れた取組みを行う 29 自治体を SDGs 未来都市として

選定し、そのうち特に先導的な 10 の取組みを自治体 SDGs モデル事業に選定した。

　本県はその両方に都道府県で唯一選定され、提案した社会的投資を推進していくことは

大きな意義がある一方で、新しい試みを進めるためには関係者の理解や協力が重要である。

　よって、各種関係機関と十分に調整を図り、具体的な計画が着実に推進できる環境整備

に努めること。

7.  株式会社湘南国際村協会の経営改善について
　県主導第三セクターである株式会社湘南国際村協会の平成 29 年度の経営状況は、宿泊

人数は目標を達成したものの、営業利益は赤字、結果として 3 期連続の赤字決算となり、

経営改善を図るため、株主総会の承認を経て減損減資を行うに至った。

　本事案について、県は同協会に対する筆頭の出資者であることから、減損原資に至った

ことは誠に遺憾である。

　ついては、二度とこのような事態に陥ることのないよう、減損減資後の村協会の経営改

善をしっかり検証し、徹底した指導を行うとともに、安定的に営業利益の黒字を続けるた

めの支援に努めること。
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8.  県行政の電子化の推進について
　本県では、ICT 推進本部会議において、県民サービスの向上を目指し、県の業務を効率

化し、職員の生産性を高める「スマート県庁大作戦」の実施を推進している。

　スマート県庁大作戦については、職員の生産性向上につながることから、アクションプ

ランに掲げた工程表・マイルストーンに沿って、実行すること。

　また、モバイルからのアクセスを中心に据えた電子行政サービス各事業の拡充や官民連

携・県民参加を推進する「オープンガバメント」に向けた具体的な施策として、行政デー

タの二次利用を可能とするオープンデータを積極的に進めること。

　さらに、ICT 化拡充の取組については電子化全開宣言行動計画に沿って進められている

が、当該計画の取組期間が平成 30 年度に終了するため、平成 31 年度以降についても、こ

れらをさらに推進する事で、行政サービスの向上、事業の効率化、適正化を行うための次

世代モデルを明確にし、実用化すること。

9.  電子母子手帳の普及拡大について
　ヘルスケア・ニューフロンティアの取組は多岐にわたるが、その中でも未病の改善を行

うためには個人情報の見える化が重要である。

　その中でも、電子母子手帳の取組については市町村と連携し、直接県民に届く取組とし

て評価しているが、政令市の参加に向け、さらなる調整を行うとともに、民間企業等とも

連携した登録キャンペーンや SNS を活用した広報などを通じ、広く県民に本県の電子母

子手帳の取組を周知し普及拡大を図ること。

10.  総合計画の取組みについて
 「かながわグランドデザイン基本構想」で掲げた基本理念や将来像の実現に向け、県の重

点政策を分野横断的にまとめ、ねらいや具体的な取組み、工程などを示した総合計画を地

方分権改革、行政改革と一体的に推進するとともに、「中期財政見通し」を踏まえ、数値

目標と併せた厳格な進行管理を進めること。

11.  自動車関係諸税について
　自動車取得税は平成 31 年 10 月 1 日に廃止されることとなっている。

　また、自動車取得税の廃止に合わせて、自動車税及び軽自動車税に環境性能割を導入す

ることとされているが、これらの改正による税収影響で、差し引きで約 200 億円程度の減

収（負担軽減）となることが見込まれている。

　よって、減収分に対する代替財源の確保に向け、国に粘り強く働きかけるとともに、行

政改革の取組みなどで解消するよう努めること。
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12.  県税の納税方法の一層の合理化等について
　現在、本県への納税に関しては、個人事業税と自動車税は、口座自動引き落としが可能

であり、自動車税は、クレジットカード払いも利用できる。

　また、自動車税、個人事業税、不動産取得税は、コンビニエンスストアでの現金納付も

可能で、ペイジーについては、自動車税、個人事業税、不動産取得税、eLTAX を利用し

電子納税手続をした場合の法人県民税、法人事業税、及び地方法人特別税が支払可能であ

る。

　しかしながら、税目により支払手段に相違があり、こうした支払手段の相違は、不要な

混乱の原因となることや、現在使用されている納付書については、文字が小さく、赤字で

印刷され読みにくいため、これらについて改善を図ること。

13.  公用車に対する電気自動車及び災害に強いLPガス自動車の導入について
　LP ガス自動車は、燃料費や維持コストが低廉である一方で、東日本大震災では、被災

地において、ガソリン及び軽油が一時的に希少となったことなどから、生活及び産業に大

きな貢献をもたらした。

　ついては、エネルギー分散の観点からも、公用車に原則、電気自動車とし、LP ガス自

動車の導入も検討すること。

14.  公契約条例の制定について
　これまで我が会派として様々な場で提言を行ってきた公契約条例の制定については、外

部有識者を交えた「公契約に関する協議会」で検討が行われた。

　しかしながら、依然として県内の経済情勢は厳しく、かつ執行案件の減少等により、業

者間の受注競争が激化しており、そのしわ寄せが、下請け業者や労働者におよび、労働条

件の悪化を招いている状況が発生している。

　よって、労働者等の労働環境の整備、適正な入札事務及び事業の質の向上を図るため、

公契約に関する条例の制定に努めること。

15.  特区における取組について
　国家戦略特区の指定を全県域で受けたことは、産業振興と経済活性化に意義深いと評価

する。

　これに、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区及びさがみロボット産業特

区の取組と併せて、3つの特区を最大限活用して、必要な規制改革を実現し、イノベーショ

ンを生み出す基盤の構築を図り、健康・医療市場のビジネス環境を整備すること。

　また、「国家戦略特区」においては、本県提案の規制改革事項等について、可能な限り、

特定事業として「区域計画」に盛り込まれるよう、取組を進めること。
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16.  羽田空港と川崎市殿町地区とをつなぐ連絡道路の整備について
　内閣府は、羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会を開催し、羽田空港と川崎市

殿町地区とをつなぐ連絡道路の整備について、設置位置と平成 32 年開通を合意した。

　本県も川崎市の事業に対する補助を行うとし、29 年度予算に必要額を計上した。

　ついては、平成 32 年開通に向けて、着実に整備が進むよう取り組むこと。

17.  指定管理者施設における労働条件審査について
　平成 15 年の自治法改正により「指定管理者制度」が導入され公共施設等の管理・運営

について指定する株式会社や NPO 法人など民間企業等にも受注の門戸が開放された。

　しかし、労務提供型の業務では、人件費が経費の大きな割合を占めているため低価格で

受注した場合、労働者の賃金や労働条件等に影響を及ぼす可能性がある。

　ついては、県の指定管理者施設における労働環境を幅広く点検・確認するため「労働条

件審査」を導入し、社会保険労務士等の専門家を活用すること。

18.  市町村の広域連携、中核市移行等への支援について
　市町村の新たな広域連携の取組みに対して、人的・財政的支援をはじめとする適切な支

援を行うよう国に働きかけること。

　また、連携中枢都市圏構想において、三大都市圏内に所在する中核市は基本的に対象外

とされているが、三大都市圏にあっても、人口減少の影響を受け、厳しい状況におかれて

いる団体は存在している。

　ついては、連携中枢都市の要件を緩和することによって三大都市圏内の中核市も連携中

枢都市圏構想の対象とするよう国に働きかけること。

　さらに、中核市への移行については円滑な移行を実現するため、人的支援並びに財政的

支援などの措置を適切に実施すること。

19.  未病バレー「ビオトピア」の広報周知について
　本年 3 月にオープンした『未病バレー「ビオトピア」』は、未病の戦略的エリアである

県西地域の拠点施設としての役割を担うことから、県西地域の各市町が地方創生に向けて

推進する観光振興や農業振興、未病産業の集積等、その取組みの機能を充足させ、県西地

域の多彩な魅力を広く PR し、県西地域の活性化に結び付けていくことが、真に求められ

ているものと考える。 

　ついては、同施設の県民への効果的な広報に努めることはもとより、着実にリピーター

を獲得するための取組も行うこと。
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20.  まち・ひと・しごと創生の着実な推進について
　地方版総合戦略に位置付けた計画の実現に向けて、地方創生推進交付金及び地方創生拠

点整備交付金を活用し、取組を推進している。

　ついては今後、地方創生の着実な推進のために、国の交付金について、地域再生計画の

期間中、継続的に十分な予算を確保されること及び地域の実状に応じ弾力的な事業展開が

できるよう、対象事業など運用上の制限をさらに緩和することを、国に対し働かけること。 

　また、年度当初から事業を執行することが可能な交付決定日の設定もしくは、県独自の

判断により、交付決定日前に事前着手を可能とすることを併せて働きかけること。
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防災警察

　本県では、東海地震・県西部地震・首都直下地震等の発生が懸念されている。

　さらに、箱根大涌谷周辺の火山活動・富士山の噴火想定、近年の台風・ゲリラ豪雨の風

水害等、自然災害の脅威が広がるなか、県民の生命・財産を守ることを第一に、各種災害

に対する防災対策の強化が求められている。

 「ラグビーワールドカップ 2019」「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」

の開催を間近に控え、県警察にかける期待は大きく、治安向上のために、さらなる取り締

まりや啓発活動、地域との連携した取組を求めるものである。

　以上の観点から、以下、要望する。

1.  新たな津波浸水想定を踏まえた津波地震対策の強化について
　地震災害対策推進条例に基づき、災害発生時における緊急輸送道路や橋梁・港湾等の整

備、広域避難地等に指定されている 14 の県立都市公園などについては、市町村と連携し

防災機能の充実を図ること。

　また、津波対策では復興増税を活用し、沿岸市町と連携して避難階段、避難経路の整備

を促進するとともに、市町と合同の津波対策実動訓練を継続的に実施すること。

　さらに、津波・高潮の計画高の設定に伴い、国道 134 号下開口部への防潮扉の設置、河

川遡上対策について速やかに取組み、津波浸水想定を踏まえ、県と市町村が連携しハード、

ソフト両面から効果的な津波対策に取り組むこと。

　加えて、東京湾沿岸については東京湾沿岸高潮浸水想定検討会にて「高潮浸水想定区域」

の指定に向けて協議・調整が開始されているが、相模灘沿岸についても早急に検討に着手

し、区域指定、対策を講じること。

2.  防災・減災対策における市町村との連携と支援策について
　各地域県政総合センターが災害応急対策活動を円滑に行うため、管内市町村や関係機関

との連携を図り一体となった防災対策を今後も推進するとともに、大規模災害時の協力協

定を締結する民間企業・団体に対しても災害発生時の復旧作業はじめ通信・連絡・対応行

動に即した災害訓練を実施すること。

　また、防災関係機関、報道機関、公共交通機関と連携のもと情報の的確な発信が図られ

るよう準備すること。

　さらに、県民・市民によるボランティアや募金など、被災地支援活動について情報発信

を含め、地方行政としての支援を進めること。

　加えて、「県地域防災計画」に位置付けられた「避難行動用支援者名簿」の作成初め、「個

別計画」や「指定避難所」「福祉避難所」の早期指定など市町村と連携しながら、要配慮
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者対策を充実するとともに、市町村のよう配慮者への支援を進めるため、国や県の複数の

指針を整理し、「災害時における要援護者支援マニュアル作成指針」を見直し、市町村にとっ

て使いやすい実効性ある指針を作成すること。

3.  消防力の強化に向けた支援策について
　さがみ縦貫道路が全線開通し、県内各市町では新東名高速道路の整備が進んでいるが、

同時に供用開始後、IC 設置個所の自治体では消防活動が新たに課せられることから、迅

速 かつ的確な災害対応のためには消防力の充実強化が必要となる。

　ついては引き続き、消防隊の増員・増隊、車両・資機材等にかかる支援策を国に働きか

けること。また、各市町村の整備状況を調査、点検し、市町村地域防災力強化事業補助金

の有効活用をはかること、併せて、県独自の支援策の検討を図ること。

4.  消防団員の確保対策について　消防団活動支援の強化について
　大型台風やゲリラ豪雨、大地震、またそれらの災害に次いで起きる土砂崩れや河川の氾

濫、火災など、いつ何時起きるか分からない自然災害・二次災害による危険性が身近に存

在している今、消防団による初期防災や救助体制の構築は必要不可欠である。

　県においても様々な消防団の普及啓発や中長期的に加入促進を図るための取組みを実施

しているが、大きな成果に繋がっているとは言えない。

　よって、引き続き普及啓発、詰所の環境整備など、積極的な団員確保の対策、市町村が

とりくむ消防団の拠点施設・資機材の整備等を支援すること。

5.  箱根大涌谷の火山活動等に対する対策の継続について
　大涌谷周辺の火山活動の活発化に伴い、噴気監視カメラや地震計等を整備し、観測体 

制の充実・強化に取り組み、シェルター、救護所の設置等安全対策も進んできている。

　ついては、引き続き「安全対策・監視体制の強化を図るとともに国に対して支援策の充

実を求めること。

　また、救出・救助体制の迅速な支援策を整備する等、特段の措置を講ずること。

　さらに、富士山の噴火等、大規模災害時に備えて自衛隊・米軍との連携や、他県との広

域連携を強化すること。

6.  「神奈川県石油コンビナート等防災計画」に基づく安全対策について
　県内には、京浜臨海地区、根岸臨海地区などに石油コンビナートがあり、発生が懸念さ

れる大規模な地震等により、地域への壊滅的な被害が起こりうる可能性がある。

 「神奈川県石油コンビナート等防災計画」に位置付けた対策等について、計画通り実行さ
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れているか、事業者へのヒアリングも含めて実効性のある進行管理を行うこと。

 また、特に危険性が懸念されるスロッシングへの対応や高圧ガスタンク等の対応も含め

て県民の安全と安心を担保すること。

7.  公共施設等におけるLPガスの拡充について　
　自立分散型で災害に強い LP ガスの設備拡充をより一層促進することは極めて重要であ

る。全広域防災拠点や避難所での導入を始め、全県立学校や災害時帰宅困難者受け入れ公

共施設等に積極的に導入すること。

　また、災害対応バルクと非常用発電機等の機器導入についても積極的に検討し、県内市

町村との災害対応強化に繋げること。

8.  原子力災害対策について
　原子力災害発生時には、国の行政機関、県、 市、原子力事業者などの関係機関及び専門

家などの関係者が一体となって対応する必要があることから、情報を共有し、指揮の調整

を図る応急対策の拠点となるオフサイトセンターのさらなる機能強化を図ること。

　また、原子力艦船が寄港する本県の特性に鑑み、国に対して原子力災害対策指針などへ、

原子力艦船を位置づけるように求めるとともに、安定ヨウ素剤などを始めとした災害対策 

用の備蓄についても、不測の事態に備えた整備を図ること。

9.  「感震ブレーカー」の普及促進について
　東日本大震災において、地震の揺れによる出火の主な原因は電気に起因するものと言わ

れている。東日本大震災の教訓を踏まえ、地方自治体では、地震を感知して電気を遮断す

る「感震ブレーカー」の設置を勧めている。「感震ブレーカー」の設置について、国に対

して法改正による設置の義務付けを働きかけるとともに、未実施の市町村に対して普及促

進を強く働きかけること。

10.  県内主要河川において、台風、集中豪雨時における避難対策の強化について
　県及び横浜市では、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害や、平成 28 年の 8月以降に相次

いで発生した台風による豪雨災害を踏まえ、神奈川県及び横浜市が管理する河川を対象

に、施設では防ぎきれない大洪水が必ず発生することを前提として、社会全体でこれに備

える「水防災意識社会」の再構築に向け、今年度、水防法に基づく都道府県大規模氾濫減

災協議会を設置、1月に取り組み方針を発表した。

　ついては、これまでの各地域での被害の状況を踏まえ、関係機関と連携・協力し着実な

対策の推進、適切な対策を講じること。
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11.  犯罪被害者支援の取組みについて
　犯罪被害者等が犯罪等により壊された日常生活の早期回復・軽減に向けた支援と犯罪被

害者等を支える地域社会の形成をめざす取組みの支援については、関係する機関が連携協

力して取組むとともに、犯罪被害者等への支援施策の強化を図る事が必要である。特に性

犯罪、性暴力にあった被害者を支援するため、いつでも安心して相談できる「かながわ性

犯罪・性暴力ホットライン」と医療機関など関係機関との連携による総合的支援制度「か

ならいん」を有効活用し、今年度の計画改定を踏まえて、今後も付添い支援などニーズに

沿ったきめ細やかな充実した支援を行い、県民・市民に対して広報・啓発活動など推進す

ること。

12.  警察力の強化充実について
　本県では今後、「ラグビーワールドカップ 2019 」や「2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会」の開催を控えている。これらの大会に対し、テロ等の不法行為を未

然に防止し、良好な治安を作り出していかなければならない。

　そのためにも計画的に警察官の増員を行い、治安維持の拠点である警察署、警察公舎の

耐震化や建て替え、交番の新設・適正配置による警察体制の充実に一層取組み、地域にお

ける安全・安心の確保・拡充を図り警察の機能強化と人材の育成に努力すること。

　また、警察用航空機は中型機 1機、小型機 3機の 4機体制であるが、救助活動に対応で

きる県政用用務機が廃止されてから、救助機として対応できる航空機が減少し、付随して

点検整備や故障などの場合により救助機が運用できない状況を早期に改善するため、警察

用航空機を増備し 5機体制に戻すとともに、今後の更新時には救助活動が行える機体にす

ること。

　さらに、東京オリンピック・パラリンピックに際して、「江の島」が競技会場になっている。

立地条件からも緊急時には迅速な救急搬送体制やテロ対策への危機管理体制は必要不可欠

である。そのためにもヘリコプターの臨時離発着場を設置すること。

 

13.  交通事故防止対策の強化について
　年々、県内の交通事故発生件数・死者数は減少してきたが、昨年は発生数・負傷数が

17 年ぶりに増加に転じ、死者数は一昨年に比べ増加した。増加に転じた交通事故を再び

減少させなければならない。

　昨年は交通事故死者の約 47％ が高齢者であった。社会的弱者である子どもも含めて、

悲惨な交通事故を 1件でも減少させるため、「高齢者と子どもの事故防止対策」「二輪車事

故防止対策」「自転車事故防止対策」「飲酒運転根絶対策」の 4つの対策を強力に進めること。



18

14.  信号機や横断歩道等の交通安全施設の整備促進について
　交通事故を未然に防ぎつつ機能性を向上させるために道路整備や信号制御の高度化を行

い、安全で人間優先のみちづくりを推進すること。

　また、最も重要な取組の一つとして、幼児・児童の通園・通学など地域住民の安全確保

がある。

　警察庁は、交差点内の歩行者を守る手段としては『歩車分離式信号機』が有効であると

していることからも、地域の要望に合わせて通学路内の大きな交差点には早急に歩車分離

式信号機導入推進を図るとともに地域実態、実情に合わせた交通規制の見直しを図ること。

　さらに、多様な利用者が安全に安心して共存できる道路環境を形成するため、地域住民

の理解と連携のもと、コミュニティゾーン形成事業、自転車通行環境整備モデル地区など

の各種施策を推進すること。

15.  自転車事故・犯罪の防止対策の強化について
　県民の安心・安全のまちづくりのためには自転車利用者の違反率の低下、事故やトラブ

ルを防ぐ対策が求められることから、本県県道における自転車レーンの整備や、新たな自

転車交通ルールの周知など、自転車交通の安全を図るための措置を行うこと。

　また、今年度制定を進める条例については、自転車損害保険への加入を義務付けること。

さらに、自転車施錠の義務付けなどを含めた自転車事故・犯罪防止のための施策の充実を

図ること。

16.  防犯カメラの設置推進について
　県民・市民はもとより、国内外からの観光客が安心して過ごすことができる犯罪が起き

にくい地域社会を目指し、犯罪が発生する蓋然性の極めて高い繁華街や駅周辺等における

犯罪の予防と被害の未然防止を図るため、防犯カメラの設置を推進しているところである

が、市町村、町内会等や県民からの設置要望は後を絶たない。

　今後も「ラグビーワールドカップ 2019」や「2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会」など国際的な大規模行事を控え、連続犯や犯罪の発生状況など、社会情勢に

より一層対応するため、防犯カメラの整備拡充に努めること。

　また、既設後の防犯カメラのメンテナンス・維持補修についても支援すること。

17.  特殊詐欺等の犯罪抑止対策の強化について
　昨年、県内で発生した振り込め詐欺の被害件数は 2,414 件、被害総額は約 57 億 4,900 

万円である。

　被害者の約 78％が女性であり、60 歳以上が約 93％を占めており、今年も被害の勢いは

とどまらず、依然として県民の大きな脅威であることから一層の対応策が求められる。
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　よって、今後も市町村、町内会、民間企業等との連携を密に図り、意識啓発などを講じ

ること。特に各種金融機関に対しては防止に向けた指導をより綿密にしっかりと行うこと。

　また、金融機関と連携した被害防止対策の強化や無人 ATM 警戒の強化など振り込め詐

欺の根絶に向けた犯罪防止対策を重点的に強化すること。

18.  サイバー犯罪対策の強化について
　インターネットが社会基盤として定着する一方で、サイバー空間が犯罪に利用させる脅

威は年々深刻の度合いを増している。

　県民が安全・安心にインターネットを活用することができるようサイバー犯罪への対処

能力を向上させて取締りを強化すること。

19.  JKビジネス根絶に向けた対策について
　近年、繁華街を中心に「JKビジネス」と呼ばれる、女子高校生等によるマッサージ、

会話やゲームを楽しませるなどの接客サービスを売り物とする営業が見られている。

このため、女子高校生等が客から児童買春等の被害に遭うなどのケースが目立っており、

根絶に向けた取組が急務となっている。

　政府では、全国の都道府県警に専門官を新設しての取り締まり強化や、被害者の相談・

支援体制の充実を盛り込んだ対応策をまとめ、JKビジネスについて警察庁を通じて各自

治体に禁止条例の制定を促している。

　青少年保護育成条例の改正を踏まえ、今後も関係機関等と連携を図り、状況を把握して

街頭補導も含めた取り締まりを行い、トラブルへの相談・支援に努め、根絶に向けた取組

を強化すること。
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国際文化観光・スポーツ

　平成29年中に本県を訪れた入込観光客数は初の2億人を突破した。

　歴史や伝統の中で培われた本県の国際性や文化は誇るべき財産である。

　二度三度と再訪していただくためにも、さらなるおもてなしや安心感の取組みを深めて

ゆかなければならない。

　また、ラグビーワールドカップ2019、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催

に向けた取組は、県民にどのような「レガシー」を残せるのかを常に意識して進めなけれ

ばならない。

　環境整備や関連施設の効果的・一体的運用を進め、県民誰もが生涯を通じてスポーツに

親しむことのできる社会を構築することが重要である。

　以上のことを踏まえ、以下要望する。

1.  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う
　 文化プログラムについて
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会においては、日本文化の魅力を世界

に発信するための絶好の機会でもある。

　本県でも、セーリング大会が藤沢市江の島で、野球・ソフトボール・サッカー競技が横

浜の地で開催を迎えることから、多くの外国人選手、競技関係者、観光客が来県されるこ

とが予想できるため、海外の人々を惹きつける多様な文化芸術の創造・発展や海外発信、

観光振興を図っていくこと。

　また、オリンピック後も引き続き文化芸術活動の発展、文化財の保存や活用を進めてい

くために、市町村とも緊密な連携を取りながら確実な計画を持って推進すること。

　さらに、オリンピック憲章に則った文化プログラムに向け、引き続き具体的な計画を早

期に示すよう国に求めるとともに、本県ゆかりの文化人、芸術家の方々の力を借りるなど、

また来てみたいと思ってもらえる神奈川づくりに努めること。

2.  文化振興の充実と推進について  
　マグカルの振興については、ミュージカルを通じた取組に加え、「カナガワ リ・古典プ

ロジェクト」など地域の魅力の掘り起こしや日本固有の伝統芸能の振興を図ること。

　また、各市町村で行われている文化芸術活動を支援するとともに教育委員会等とも連携

し、県内の文化施設全体をフィールドにして、文化芸術の振興を図ること。

　さらに、「ともに生きるかながわ憲章」のタイトル文字を揮亳した金澤翔子さんのように

障がいのある方々の社会参加と文化芸術活動の振興も急務である。実態やニーズ・課題の

把握を進め、活動の場づくりや指導を行う人材の育成に取り組むこと。
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3.  国際交流・多文化共生について 
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、国際交流の促進は重要

である。

　ついては、海外人的ネットワークの構築においては、駐在員や関係機関との連携により、

海外の支援ニーズを十分に調査したうえで、本県で習得した技術やノウハウを母国で生か

せる仕組みを構築すること。

　また、多文化共生においては、平成28年に開設した「多言語支援センター」の周知啓発

に努め、市町村や教育現場などとの連携を含め、近年需要が増加傾向のベトナム語やタガ

ログ語等の希少言語にも対応できるように通訳者の確保や要請を行うなど外国籍県民の多

言語での支援を進めること。

　さらに、国際言語文化アカデミアについては人材育成、外国籍県民が暮らしやすい環境

作り、県民の多文化・異文化理解の推進へ向けた効果的効率的活用を図ること。

4.  観光振興施策の推進について
　国では、2020年訪日外国人旅行者数4000万人等の目標達成に向け、これまでの取組に

加え、歴史的資源を再生・活用した観光まちづくりを進めており、本県においても、県内

を訪れた外国人観光客の受入環境整備等を支援し、ラグビーワールドカップ2019、さらに

は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準備とともに進められている

ところであるが、国際的に観光客の誘致に取組むためには、まずもって、その地域がもつ

歴史や文化を何より重視した上で、食や芸術といった観点から潜在的価値をより見出して

いく必要があると考える。

　よって、すでに観光都市として知名度も高い箱根・鎌倉・横浜地域はもとより、オリン

ピックのセーリング競技が開催される江の島、城ケ島・三崎、大山、大磯地域等を加える

ことで、これを踏まえた魅力ある新たな観光の拠点の整備と、本県を舞台とした映画やア

ニメといった映像媒体等を活用した情報発信に取り組むこと。

　また、これらを進めるにあたっては、いまだに十分とは言えない外国人観光客を対象に

した公共施設、商業施設、交通道路等における案内表示やICTを活用した多言語支援や観

光ボランティアの育成、トイレの整備等の促進を図ること。

　加えて、県内市町村や観光協会をはじめとする関係団体と連携してHPなど観光情報の

発信を強化し、オリパラ後も見据えたPRに努めること。 

　さらに、近年は「医療ツーリズム（ヘルスケアツーリズム）」といった新たな観光資源も

注目されており、本県の取組む未病やヘルスケア・ニューフロンティア事業について、医

療ツーリズムの観点から積極的に見直していくことにより、本県の新たな施策の核として

の観光振興を図ること。 
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5.  「かながわ屋」の効果的な活用について
　本年7月、本県のアンテナショップである「かながわ屋」がそごう横浜店にオープンし

た。

　シルクセンターからの移転となるが、アンテナショップとして更なる効果が期待される

ところである。

　ついては、その効果をさらに引き出すための努力を重ねること。

　また、本県の魅力を伝え、観光につなげるためにも、県外へのショップ展開も考えること。

　さらに、食料品のみでなくショップ内における民芸品や工芸品の充実も図ること。

6.  民泊サービスの確立に向けた取組みについて
　本年6月から施行された「住宅宿泊事業法」を踏まえて、住民や利用者の安全確保や良好

な住環境保全のために市町村とも連携し、必要な指導を行うこと。

　また、事業者の審査の徹底や実効性のある管理監督体制を確立し、無認可等で営業をさ

せないよう、違法業者を生み出さない仕組みを作るなど、必要な手を講じつつ推進を図る

こと。

7.  スポーツに係る不適正経理の再発防止について 
　昨年、公益財団法人神奈川県体育協会を通じ神奈川県カヌー協会に交付している補助金

について、県カヌー協会やレスリング協会において元役員による不適正経理処理が行なわ

れていたことが発覚した。 

　また、今年はこれらとは性質が異なるものの、県ラグビー協会においても初歩的なミス

とも言える不適正な経理処理が発覚した。

　このような事案により、選手や競技関係者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾であ

る。

　ついては、ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリンピック競

技大会開催に向け、スポーツ課内に設置した「コンプライアンス相談窓口」を中心に、ス

ポーツに係る不適正経理処理の再発防止に努めること。

8.  障がい者スポーツの普及について 
　平成27年に発表した「かながわパラスポーツ推進宣言」の実現のため、全ての人が自分

の運動機能や障がいの状況に応じて、生涯にわたりいつでも身近にスポーツに親しむこと

ができる意識の共有、環境整備に取組むこと。

　とりわけ、誰もが使いやすい施設になっているか、動線も含めて改善すること。

　また、今年度は新たに「ボッチャ大会」も開催されるが、「かながわパラスポーツフェス 

タ」の内容についても一層充実させること。
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　さらに、障がい者スポーツが競技レベルでの推進が図られるよう、障がい者スポーツを

熟知する指導者やコーチ等の人材育成に取り組むこと。 

9.  スポーツ振興の充実について  
 「かながわアスリートネットワーク」による競技振興と地域、学校への巡回指導の充実な

ど本県のスポーツの発展を支える好循環を創出すること。

　また、各競技の活動や次世代への指導者の確保・育成など競技団体への支援を行うこと。 

　さらに、引退したアスリートのセカンドキャリアについて、スポーツを通じて培った能

力を本県の貴重な資源として活躍できるような取組を行うこと。

10.  シニアスポーツの推進
　2021年に本県で開催予定の「第34回全国健康福祉祭（ねんりんピック）」に向け、多くの

県民が参加できるようシニアスポーツのすそ野を広げる取組みを、各競技団体等とも連携

の上、計画性を持って行うこと。

 　また、県が開催している「かながわシニアスポーツフェスタ」の認知度を高めるため 

「県のたより」やHP、県主催の各種イベント等を活用するなど効果的な広報に努めること。
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環境農政

　本県は豊かな海と緑を保有し、その恵まれた広大な自然と地域の環境を大切にしながら、

良好な環境の保全と秩序ある開発のバランスに考慮しつつ、この財産を後世に引き継いで

ゆくことが重要である。

　また、近年、有害鳥獣等被害が甚大であり、県としても広域的な対策が必要である。

　加えて、深刻化する地球温暖化・大気環境汚染問題、森林等の自然環境保全は待ったな

しの状態である。

　県としては、市町村や県内各種企業、団体等と連携し、引き続き力を入れていかなけれ

ばならないことに加え、県土の持続可能な発展に向けて水源の森づくりや、農業、水産業、

畜産業、林業の振興にもさらなる施策の充実が求められる。

　さらに、国の平成 31 年度税制改正においては、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与

税（仮称）を創設することが盛り込まれ、本県としての適切な対応が求められている。

これらを踏まえて、以下要望する。

1.  地球温暖化対策の推進について
　2015 年 9 月の国連サミットにおいて 2030 年までの未来に向けた国際目標「SDGs」（持

続可能な開発目標）が採択された。

　その中でも地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすため、温暖化の防止、

抑制は人類共通の課題である。

　本県においても、国内外の動向を踏まえ、「かながわスマートエネルギー計画」及び「神

奈川県地球温暖化対策計画」に分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組みを位置づ

け、再生可能エネルギー等の導入加速化と、安定した分散型電源の導入拡大に取り組んで

いる。

　ついては、エネルギー施策を重点に掲げる本県として、国が農地への設置に係る取扱い

を示した「ソーラーシェアリング」をさらに推進すること。

　また、水素を活用した「燃料電池」等、新しい技術の促進を図りつつ、農家や市町村、

エネルギー部門としっかり連携して、新たな目標に対する具体的な対策を着実に積み上げ、

その実現に向けて神奈川県の地域特性を踏まえ、温暖化対策を実施すること。

2.  大気汚染対策の拡充について
　大気中に浮遊している 2.5μm 以下の非常に小さな粒子、通称 P M 2.5 が、呼吸器の疾患、

循環器の疾患、肺がんなど、健康上問題を引き起こす恐れがあるとして、県はその測定や

情報公開などに取組んでいる。

　P M 2.5 の測定値を公表している県のホームページのアクセス数が多いことから県民の
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関心の高さがうかがえる。

　ついては、ガソリンベーパーを含め原因物質である揮発性有機化合物（VOC）の発生抑

制に向けた取組みをより一層強化すること。

　また、関東地方では国内発生源の寄与が約 5 割と推計されていることから、P M 2.5 に

対する啓発活動をより推進すること。

3.  廃棄物ゼロ社会実現に向けた廃棄物対策の促進について　
 「神奈川県循環型社会づくり計画」に基づき、引き続き、廃棄物ゼロに向けた取組を進め

ること。

　また、本県における産業廃棄物の排出量は膨大であり、今後の施設老朽化に伴う解体作

業の増加から廃棄物の大量発生も視野に入る。産業廃棄物処理施設の設置促進ならびに、

確保が困難と思われる最終処分場についても確保対策を図ること。

　同時に、使用停止中の現処分場を再生、再利用する事業に係る財政支援としての「神奈

川県市町村自治基盤強化総合補助金」の交付に引き続き取組むこと。

　加えて、廃棄物の不法投棄については、実態調査と監視強化など総合的な対策を引き続

き進めること。

　さらに、県民からの通報などに機敏に対応し、県警察を含む県行政が一体となり、毅然

とした姿勢で対策をとること。

　そして、災害廃棄物の処理には広域処理の他、民間業者が果たす役割は大きく、関係自

治体、民間団体等との話し合いを進め、連携・協力体制を明確にした仕組みを作り、引き

続き国に対して、県域を越えた広域的な処理の仕組みの構築を求めていくこと。

4.  水源環境保全・再生について
　第 3期かながわ水源環境保全・再生実行 5ヵ年計画が平成 29 年度から始まった。

　ついては、これまでの取組みの成果と課題を踏まえ、今後の水源環境保全・再生に向け

て、県民をはじめ、市町村、関係事業者の方々と連携し、県民が将来にわたり必要とする

良質な水の安定的確保のための取組みを着実に推進すること。

　そして、水源環境保全税の本来の目的の森林再生の目的に合った使用を図ること。

　また、そのためにも水源かん養など森林の持つ公益的機能を高めるとともに、県内の人

工林で 50 年を超える高齢級は過半数を超えていることを踏まえ、水源かん養機能を損な

わない一定面積の伐採を進め、そこに無花粉や花粉の少ないスギ、本県で初めて発見され

た無花粉ヒノキを再造林して若返りを図る施策の導入を図ること。

　併せて、森林保全に関わる人材の育成を推進すること。

　加えて、相模川水系県外上流域（山梨県）については、山梨県とのしっかりとした調整、

連携を図ること。

　さらに、国で検討が進められている森林環境税については、使途の拡大等、国への要望
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をしっかり行うこと。

5.  農地中間管理機構について
　本県の農業課題である耕作放棄地対策や担い手の減少や高齢化などを解決すべく農地中

間管理機構がスタートし、4年が経過した。

　しかしながら、本県の様に地価が高い都市部の農地や、山間部の点在する農地を抱える

自治体では農地集積が進んでいない。

　よって、農地の集積・集約化等によるコスト削減や地域農業の着実な発展に向けて、農

業公社への目標管理指導と的確な実施体制の充実を図ること。

　また、地方とは比較できない課題があるので、都市農業の強みを活かすことのできる農

地中間管理事業の対策を立てて進めること。

6.  魅力ある都市農業の推進について　
　大消費地に近いという利点を活かし、地産地消を推進し県内産農産物の積極的な普及・

促進と新たな品目の開発、「かながわブランド」の PR の拡充と販路の拡大を図ること。

　また、ICT の活用や農作業用ロボットスーツ等の実用化をすすめ、スマート農業の推進

を図ること。

　加えて、平成 25 年度 12 月より始動した「6 次産業化サポートセンター」を活用し、潜

在的な案件の掘り起こしのため、行政や JA、農業者との緊密な連携強化を支援すること。

　同時に、農業用水関係施設がいずれも老朽化しており、安定的な農作物の提供の観点か

ら点検や再整備の計画を推進すること。

　さらに、本県における農作業事故発生件数は年間 100 件を超えて推移していることから、

事故を減らすため、農作業安全対策の周知に加え、年齢や農作業経験年数等にも着目した

研修を実施するとともに、国産農畜産物は輸出拡大による需要拡大が期待できるため、現

状のような各県ごとに世界の事情、各国の内情を手探りで当たるのではなく、国が情報を

取りまとめオールジャパンの輸出促進を一層進めるとともに、産地間で競合しない仕組み

を構築するよう国に働きかけること。

　そして、農業の担い手の育成・確保のために、セミナーや技術指導・アドバイス等の支

援を行うとともに、農業後継者を育てるため、2022 年問題と危惧される生産緑地の問題

を踏まえて市街化区域内農地の相続税に関する納税猶予制度の基準緩和と適用拡大につい

て、国へ働きかけること。

7.  安全・安心な食料等の安定供給の確保について　
　東日本大震災による放射能汚染の問題、また、BSE の対策、高病原性鳥インフルエンザ

等の家畜伝染病対策、豚流行性下痢（PED）の対応など「かながわ食の安全・安心の確保
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の推進に関する指針」の徹底を進めること。

　また、農業者や農協の部会組織が実施する GAP（農業生産工程管理）は、消費者や食品

関連事業者への説明や事故が発生した場合の原因究明に役立ち、これまで以上に、コスト

低減や品質向上など経営の改善につながるため、引き続き支援を行うこと。

　さらに、新基準に基づく農林水産物の検査体制や関係諸機関との連携をこれまで以上に

強化・充実させるとともに、検査結果の迅速・的確な県民への提供と対応を図り、県民の

食の安全・安心の確保を目指すこと。

8.  県産木材の有効活用について
　県産木材の有効活用に関しては、一定施策の充実が図られているが、いまだその重要性

は、県民全体が認識するに至っていない。

　ついては、地球環境保全に向けて森林認証の取得を進めること。

　また、普及促進の一環として有効な県有施設への積極的な県産木材の活用についてその

前段となる加工、生産、流通の促進を図ること。

　加えて、森林整備の担い手の高齢化が進み、人材が不足している状況のなか、県は「か

ながわ森林塾」を開催して、担い手の質的・量的確保に取組んでいるが、その一方で、森

林整備業務に係る労働災害が平成 29 年度には 4 件発生していることから、森林林業関係

業務を指導監督する職員及び林業労働者に対し労働安全対策を周知徹底すること。

　さらに、森林整備事業の集約化を進めていく上で重要となる森林の所有者確定及び境界

確認に必要となる経費について、支援の拡充を図ること。

9.  水産業の持続可能な発展について
　本県の水産業は、県民約 70 万人分の年間消費量に相当する漁業生産があり、県民の豊

かな食生活に貢献している。しかしながら、燃料価格の変動や水産資源の減少、さらには

魚価の低迷などが漁業経営に大きな影響を与え、昨今では海水温の上昇に伴い海洋生態系

に変化が生じている。

　貴重な水産資源の維持確保に向けて有効な栽培漁業についての研究を継続的に行い、そ

の促進を図ること。

　また、定置網漁業は、本県の重要な漁業であり、絶えず新たな技術導入を目指し、さら

なる興を図ること。

　さらに、担い手の育成・確保の点からも、水産業への就業支援により一層の取組みを図

ること。

10.  合併浄化槽の普及促進について
　県下約 17 万基の浄化槽のうち、約 12 万基が未だに単独処理浄化槽であり、単独処理浄
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化槽の全体に占める割合は 75％で、変わらず全国ワースト 1位となっている。

　ついては、生活環境を改善するため、また水源環境保全の観点からも、合併浄化槽の普

及促進は急務であることから、整備に対する助成を拡充すること。

11.  食品ロスの削減について
　環境省によると、日本では年間およそ 2,842万t（平成 27 年度）の食品廃棄物等が排出

され、このうち、食べられるのに廃棄されてしまう食品、いわゆる食品ロスは約 646 万t

である、これは、世界で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量（平成 26 年度で年

間約 320 万t）の約 2倍に相当する。

　また、国民 1 人 1 日当たり食品ロス量は約 139g で、おおよそ茶碗 1 杯分のご飯の量に

相当し、大切な食糧資源の有効活用や環境負荷への配慮からも食品ロスを減らすことが必

要である。

 そのためにはまず、生産 → 流通 → 消費の過程で、各々の段階での食品ロスを削減す

る取組みを強化すること。

 さらに、食品ロスの問題が深刻な一方で、食べ物を欲する方々にそれらがきちんと届い

ていない現実があることから、具体的な施策として、近年各地で増えている「フードバンク」

の全県的な構築を各社会福祉協議会や NPO、民間団体などと連携して支援することや「子

ども食堂」等への支援、フードドライブの推進等を図っていくこと。

12.  有害鳥獣等対策について
　有害鳥獣等による農作物と県民生活への被害は甚大である。

　特に、生産者の意欲の低下等については、県全体の食の確保にとっても深刻な影響をお

よぼしている。

　現在、その被害状況は広域に渡っており、市町村独自の取組みには限界があることから、

広域行政体として県の果たすべき役割は大きい。県は平成 29 年 4 月「かながわ鳥獣被害

対策支援センター」を新設し、地域ぐるみの鳥獣被害対策の立ち上げ支援の重点取組地区

を 6地区選定し、今年度は新たに 5地区を選定し、計 11 地区で取組を進めている。

　今後も、地域ぐるみで取組む鳥獣被害対策への支援を強化し、ニホンザルやニホンジカ

に対しては、平成 29 年 3 月に策定した第 4 次管理計画の実施において、地域の要望に沿

うよう最大限努力をし、ニホンザルの群れの捕獲や防鹿柵の整備等を行い、農業被害等の

削減に向けて、県として広域的な対策に取組むこと。併せて管理計画の実効性を検証する

こと。

　また、在来生物であるツキノワグマ、イノシシ、カラスについても生活被害や人身被害

の防止といった観点からも引き続き重点的な対策を行うとともに、捕獲した鳥獣の処分に

苦慮していることからシカ・イノシシ等の解体加工施設の開設に対し必要な助成措置を講

じ、県内ジビエの特産化・消費拡大を推進すること。
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加えて、ヒアリについても引き続き水際作戦で対策を継続し、県民に向けた情報発信を行

うこと。

　さらに、特定外来生物であるアライグマ・タイワンリスといった外来生物の増加への対

応、ミシシッピアカミミガメ等についても対策の推進を図るほか、適切な対策知識・情報

の普及、地域の実情に応じた継続的な対策を行うこと。
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厚　生

　神奈川県も超高齢化社会の波が押し寄せており、現在の社会システムでは限界もあり、

「人生 100 歳時代」を見通した新たな施策を整える必要がある。

　元より医療・福祉など社会保障分野は、県民の期待と関心が高く、県にとって喫緊の課

題も山積している。　

　また、福祉子どもみらい局と健康医療局は、県当局の組織再編もあって、子育て・人権・

食品衛生・生活衛生と、幅広く多岐にわたる事務を所管することになった。

　引き続き県民、市町村、関係者の意見を取り入れながら、施策を進めていく必要がある

ことを申し述べ、以下要望する。

1.  子どもの貧困対策について
　平成28年度の日本の子どもの相対的貧困率は13.9％で、引き続き先進国の平均を上回っ

ており、子どもの貧困対策は県として喫緊と課題である。

　本県では、児童扶養手当の受給者を対象としたアンケート調査を実施し、ひとり親家庭

における子どもの貧困問題の厳しい状況が明らかになっているところである。

　また、未だに調査や数値に現れていない、貧困で悩み苦しむ世帯や子どもたちがいるこ

とも忘れてはならない。

　ついては、本県で暮らす全ての子どもたちが安心して学び、生活できるよう、各市町村

その情報交換を行いながら、制度の充実、実効性のある全庁横断的な取組を着実に進める

こと。

2.  子ども・子育て支援について
　子ども・子育て支援新制度のもとで、市町村の実施状況と課題を検証し、子ども及び子

どもを養育している者に対して。必要な支援が行われるよう、十分な財政措置と施策を行

うこと。

　また、放課後児童健全育成事業については、学童保育を必要とする全ての子どもが、「規

模」「質」両面の適切な環境での保育を受けられるよう、財政支援を充実させること。

3.  子ども・青少年を非行や犯罪から守る対策について
　子ども・青少年が事件・事故に巻き込まれることのないよう、県や教育委員会、警察、

地域など関係機関が連携し、非行防止の取組を推進すること。

　また、いわゆる「JKビジネス」など、規制を逃れるため業態を変化させているものに

ついては、効果的な規制を盛り込んだ条例改正を進めるとともに、近隣都県とも連携しな
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がら速やかな対応を図ること。

4.  私学助成の拡充について
　本県では私立学校に通う子どもに対して、一定の学費補助の拡充が図られているが、近

隣の都県と比較すると、いまだ低い状況にあり、将来を担う子どもたちに十分な支援が行

われているとは言えない。

　よって、本県の幼児教育の重要性にも鑑み、子どもの教育機会の均等を確保する必要が

あるため、私学への経常費補助の拡充、特別支援教育の助成、また幼稚園・小学校・中学

校・高等学校など、私学に対する財政措置を含めた支援を拡充すること。

　さらに、県外の私学へ通う子どもに対して学費の支援を行うとともに、専修学校・各種

学校の私立学校経常費補助金についても、子どもの教育機会均等の観点から一層の支援を

行うこと。

5.  児童虐待の防止について
　児童虐待事件が後を絶たない。罪のない幼児・児童を虐待することは、あってはならな

いことであり、県としての一層の取組が急務である。

　ついては、いつでも何でも相談が出来る体制づくりを行うとともに児童心理士の増員な

ど、児童相談所をはじめとする各関係機関に十分な人的・財政的な配置を行うこと。

　また、早期発見・早期防止のために、関係機関が情報を共有し、共同で対処できる仕組

みを構築すること。に加え、里親制度の推進など、社会的養護の取組を推進すること。

6.  人権・男女共同参画の推進について
　出身国や民族等による差別は許されるものではない。

　また、性的マイノリティーに関わることなど、人権尊重の取組は県として喫緊の課題で

ある。

　ついては、「かながわ男女共同参画センター」の専門性を発揮しつつ、男女共同参画を

推進するための、人材育成と意識啓発に取組むこと。

　さらに、配偶者暴力相談支援センターにおいては、DV に対する迅速かつ適切な相談体

制を構築し、関係機関との連携。フォローアップ、自立に向けた支援等を強化すること。

　加えて、NPO等と連携して、加害者更生に向けた教育、支援体制等を強化すること。

7.  地域医療体制の強化について
　県地域医療構想の策定と、県保健医療計画の改定が行われた。

　ついては、引き続き医療現場と県民の意見を取り入れた保健医療体制の推進につとめる
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こと。

　また、医療従事者の働き方改革を進める必要性から、その労働条件や待遇改善に努める

とともに医療ニーズの増大が想定されることから、病床の機能分化や在宅医療の充実、介

護分野との連携を支援すること。

　加えて、地域医療センター内に医師バンクを設置し、全県的な医師の確保と養成に取り

組むとともに、小児をはじめとする救急医療の充実強化を図るため、実効性のある施策を

十分な財政措置を県として講じ、かつ国に働きかけること。

　さらに、条例改正の趣旨を踏まえて、オーラルフレイル対策を着実に進めること。

8.  高齢者福祉の充実について
　まず、高齢者支援センターの体制を強化し、地域包括システムの充実を図り、高齢者の

日常生活自立支援事業の実施にあたり、県社会福祉協議会や各地域社会福祉協議会へ十分

な財政措置を行うこと。

　また、介護保険制度の改正により、国から市町村へ移管された要支援者に関係するサー

ビスの負担が、市町村に過度に転嫁されないよう国に働きかけること。

　加えて、老人福祉施設の整備を着実に推進できるよう、県として十分な財政措置を行う

とともに、老朽化した施設の修繕等を支援すること。

　次に、介護職員の労働条件や待遇改善を推進し、介護・福祉人材の確保につとめること

に加え、県内でも 22 万人と推計される認知症の対策を進めること。

　さらに、早期発見早期治療の体制づくりが重要なことから、認知症疾患医療センターの

一層の整備につとめとともに、市町村に配置されている認知症地域支援推進員について、

地域で人数の格差があることから、一層の拡充が図られるよう県として市町村を支援する

こと。

9.  障がい者施策の推進について
　まず、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を実現するためには、県として障がい

福祉施策を拡充する必要がある。

　障がい者が地域で安心して自立した生活が送れるよう、「かながわ障害者地域生活支援

推進プログラム大綱」の方向性を活かして、一層の支援策に取り組むとともに、グループ

ホーム等の住まいの場の確保を推進すること。

　また、重度障害者医療費助成制度について、3障害一律で不均衡のない制度となるよう、

引き続き国と市町村に働きかけることに加え、県内の「バス割引運賃制度」を、精神障害

者に対して適用するよう、県バス協会に要請すること。

　さらに、自立支援医療等の更新時の医師の診断書に関わる費用を支援するとともに、肢

体不自由者のグループホームが設置できるよう、整備費等の交付金の更なる加算を行うこ

と。
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　次に、精神障がい者の救急医療体制を拡充し、その情報を整備し公開することに加え、

障害者優先調達推進法の規定に基づき、県として一層の優先発注に取り組むとともに、そ

の課題を整理して国に働きかけること。

　さらに、地域生活支援拠点事業について、国は、平成 29 年度に整備することが基本と

したが、県内の状況に格差が生じているため、県内のどこで暮らしていても安心したて支

援が受けられるよう、県として指導すること。

　また、地域活動支援センターが更に有効に役割を果たせるよう、課題を抱えている障が

い者と家族等にとっての居場所としての機能を明確に位置付け、他機関に繋げる等の支援

を行うとともに、神奈川県市町村事業推進交付金事業は、使い勝手が悪いとの現場の声を

真摯に受け止め、県として広域的な機能を発揮して取り組むこと。

　最後に、障がい者施設における夜間の職員配置については、津久井やまゆり園事件を受

けて、県立施設には一定の増員が図られた、民間施設も同様の配置ができるよう、県とし

て支援すること。

10.  看護職員の離職防止と定着支援の推進について
　看護職員は県民の命を守る重要な役割を果たしている。

　ついては、県内の看護職員不足の解消に向けて、取組を強化するとともに、看護職の人

材確保及び定着支援に向けて、健全な労働条件と労働環境の構築を支援すること。

　また、看護の質を高めるための、看護基礎教育の充実に取り組むこと。

　さらに、看護職の専門性の活用と充実について、県と市町村の統括的な役割を担う、保

建師の配置の促進と人材育成体制を構築すること。

11.  助産師の専門性の活用と妊産婦の支援について
　助産師の専門性を、出産・出産前相談・産後ケア等に有効に活かすため、医療機関と連

携して体制の構築及び NICU 退院後や障がい児の在宅支援等を支援すること。

　そして、産科医不足による分娩を休止する医療機関が生じており、医師確保の推進をは

じめ一層の対策を講じること。

　また、助産所を周産期医療ネットワークに組み入れ、安全・安心な出産環境の整備を推

進するとともに、産後ケア事業に対する支援を拡充すること。

　同時に、一般不妊治療や不育治療について、特定不妊治療と同じく助成対象となるよう、

国にはたらきかけるとともに、その相談体制を拡充すること。

　加えて、県内で格差が生じている小児医療の助成制度について、県の補助率を拡大し、

あわせて統一的な公費負担制度の創設を進めること。

　さらに、開業助産所における看護実習及び助産実習の受入を維持・促進するため、看護

学生・助産師学生の受け入れを維持する為の人件費等の支援を行うこと。
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12.  インフルエンザ対策と予防接種の課題について
　インフルエンザの予防及び治療に使われるワクチンや薬について、必要な時に必要な供

給を受けられる体制が必要な一方で、昨年冬に一部不足の状況もあった。

　ついては、供給や備蓄は国によって定められていることから、国に対して今後の対応を

要要望すること。また県として可能な取組を進めること。

　また、子宮頸がんワクチン接種後の副作用について、今後も被害者に寄り添った対応を

行うこと。

13.  がん対策の充実強化について
　がん検診の普及啓発を促進し、受診率向上に向けた取組を行うこと。

　また、がんと診断された当初から質の高い緩和ケアが受けられるよう、緩和ケア病棟の

整備と人材育成に向けた取組を進めるとともに、がん診療連携拠点病院との連携体制や相

談体制を強化し、緩和ケア診療体制を構築すること。

　加えて、がん相談支援センターの普及啓発につとめ、がん診療拠点病院等におけるピア

サポートの拡充や、サイコオンコロジストの活用に向けた方策を講じることに加え、県立

がんセンターで適切な医療が提供されるようつとめること。

　さらに、重粒子線治療の保険適用について、引く続き強く国にはたらきかけるとともに

県としての支援策を拡充し、受診者に対する、駐車場の負担軽減を行うこと。

14.  地域福祉の推進について
　市民後見制度の普及と育成支援など、後見制度の更なる推進につとめること。

　また、社会福祉センター（仮称）の整備については、これまでの社会福祉の拠点として

の役割を重く受け止め、入居者と利用者の声を十分に取り入れること。整備にあたっては、

工期や工事の内容によって、入居者が不利益を被らないよう、万全の配慮をすること。

　加えて、慢性腎臓病及び生活習慣病の対策として、腎友会と連携して、県民に対する普

及啓発活動を行うこと。災害時の透析患者に対する支援が適切に行われるよう、事前から

のマニュアルの不断の点検と対策を講じること。

　さらに、危険ドラッグをはじめとする薬物乱用防止について、条例の精神に基づき、一

層の対策を講じること。また民間団体等と連携して、青少年に対する問題意識の醸成に取

り組むこと。

15.  自殺対策の推進について
　本県では、昨年も 1200 名を越える尊い人命が自殺により失われた。

　ついては、自殺未遂者や自死遺族に対する支援を拡充するとともに事前防止の支え手で

あるゲートキーパーの養成を、市町村や県内事業者と連携して進めること。
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　また、各種相談機関の相談員や、警察・消防等の職員の対応能力を高めるよう、研修を

充実させ、悩んでいる人の早期発見・早期相談に取組こと。うつ病等の早期治療に取り組

むこと。

16.  食品衛生及び生活衛生について
　食品衛生について、適切な支援と施策を行い、食に関する安全と安心を確保するととも

に、調理師の専門性を活かすため、年 2回の調理師試験を今後も継続すること。

　また、飲食店への調理師の配置を促進し、食中毒等の安全対策を講じるとともに、調理

師免許取得後の定期的な講習受講を義務化すること。

　加えて、食品の安全に関するリスクマネージメントとリスクコミュニケーションの充実

を図ること。

　さらに、本県を訪れる外国人観光客は増加しているため、違法民泊でトラブルや犯罪が

発生した場合には、県内の宿泊施設全体のイメージダウンにつながりかねず、観光客の減

少へと結びつく恐れがあるため、民泊届け出施設の的確な指導とともに、無許可施設など

の違法民泊施設の取り締まりを強化すること。

17.  医療的ケアを必要とする児童・生徒たちのスクールバス乗車について
　訪問看護師の活用も視野に入れ、国に対して具体的なガイドラインを策定するよう要望

し、標準的な役割を明確にすること。
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産業労働

　本県では、最先端技術の集積や 3つの特区の活用などにより「経済のエンジンをまわす」

取組みを推進し、活力ある神奈川の実現を目指している。

昨今の景気動向をみると、本県は「緩やかに拡大している」とされているものの、今後の

人口構造の変化や、働き方改革、海外経済の影響など、様々な課題にスピード感をもって

対応していくことが求められている。

また、再生可能エネルギーの導入は、災害時の電力確保策としても、一層の普及に努める

必要がある。

　以上のような観点から以下要望する。

1.  中小企業・小規模企業支援について
　県内企業の 99.7％を占める中小企業・小規模企業は、県内経済を支える重要な存在で

あるが、団塊世代の経営者層が高齢化し、このまま推移すると多くの中小企業・小規模企

業が休廃業を余儀なくされる可能性がある。

　こうした中で県は KIP との連携のもと「事業承継支援戦略」の策定や「事業承継ネッ

トワーク」を構築し、県内全域を 6ブロックに分け、事業承継の早期取組みを促す施策に

取組んできたが、事業承継についても早期に発見し、早期に必要な対策を始めることが重

要である。

　本県として、効果的な事業承継診断を実施するとともに「後継者バンク」への登録促進

や、きめ細かい支援を実施できるようネットワーク体制の充実を図ること。

　また、ベンチャー企業支援については「神奈川スタートアップハブ」による取組みをさ

らに充実させること。

　さらに、シニアの起業家は、今後の増加が見込まれることから、多様なニーズを把握し

適切な支援を行うこと。

2.  「ものづくり」企業への更なる支援について
　我が国は申し上げるまでもなく、戦後「ものづくり」を中心に、技術力の高さやそれを

支える人材を育てることにより、経済成長をしてきた国といえる。

　本県ではこうしたなか、これまでに地方独立行政法人 産業技術総合研究所や産業技術

短期大学校での取組をはじめとして、ものづくりの継承や、最近ではクラウドファンディ

ングを活用とした資金調達の面からの支援を提案するなど、事業を行っているところであ

る。

　しかしながら、県内の中小企業・小規模企業などでは、海外企業との競争激化等に伴い、

厳しい状況におかれている企業も少なくない。
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　こうした状況に鑑み、本県としてこうした技術力の高い「ものづくり」を継承、そして

更なる発展をしていくためにも、これまでの取組みに加え、他の都道府県に見られる「常

設展示場の設置」や大学とのサテライトオフィス設置による産学連携の強化及び国内外の

企業とのビジネスマッチング等を含めた「ものづくり支援」の充実を図ること。

 また、能力開発の拠点である職業技術校が、より多くの県民に利用されるよう、周知に

努めること。

3.  さがみロボット産業特区の推進について
　地域活性化総合特別区域制度を活用し、生活支援ロボットの実用化や普及を推進するた

めに展開してきた「さがみロボット特区」であるが、これまでに介護・医療や高齢者の生

活支援、さらには災害対策用のロボットの研究開発等に一定の進展はあるものの、県内経

済の発展に寄与しているとは言い難い状況にある。

　こうした状況のなかで、本県は新たに今年度から 5 年間の計画で、25 件のロボットの

商品化を目指し、これまでの対象に加え、実証実験について、全国から農林水産業やイン

フラ、交通や観光、犯罪対象まで幅広く募集するなど展開しているところであるが、いま

だその成果は十分とはいえない。

　本県としては、県の他の 2つの特区との連携を積極的に事業として取り入れ、特区とし

てのメリットを最大限に発揮できるよう国に強く求め、これにより超高齢社会を踏まえ、

県民生活に直接に繋がる成果を生み出すため、自動車の自動運転への対応や要望を続けて

いる生活支援ロボットの介護保険適用の拡大についても、引き続き、国に働きかけること。

4.  AI（人工知能）やIoTの時代を見据えた新たなイノベーションへの対応 
　  について
　国では内閣府を中心に AI の活用等について、倫理、法、経済、教育、社会、研究開発

の 6つの観点から論点を抽出した上で、今後の検討課題等にするなど議論を重ねていると

ころであるが、こうした技術が進展すればするほど、当然に GDP 等への経済波及効果が

ある一方で、それに代わる雇用減少への懸念も想定され、県民生活にも大きな影響が生じ

ることが考えられる。

　本県としても AI や IoT の時代を見据えた新たなイノベーション（技術革新）に重点を

置き、県内の中小企業を含む多くの産業に普及する取組みを進めるとともに、産業構造の

変化によって想定される雇用対策についても、引き続き、着実な検討がなされるよう取り

組むこと。

5.  セレクト神奈川100（企業誘致施策）について
　本県では、28 年 4 月から企業誘致施策「セレクト神奈川 100」をスタートさせ、誘致企
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業数は着実な伸びを見せている。立地企業に対しては各種の優遇措置を講じていることか

ら、さらに県内企業とのマッチングを進め、雇用や県内企業への発注促進に努め、県内経

済の活性化に資すること。

　また、今後も各都道府県における企業誘致策が加速することを見据え「セレクト神奈川

100」のこれまでの取組みを検証し、神奈川の産業活性化に資する制度として、次のステー

ジの展開について検討を進めること。

6.  再生可能エネルギーの導入促進について
　再生可能エネルギーへの転換は、これまで我が会派として「原発ゼロ」に向けた日本社

会をつくるため、継続して訴えてきた県政の基幹となる施策の一つである。

　本県では平成 26 年 4 月に策定した「かながわスマートエネルギー計画」に基づき、再

生可能エネルギーの拡大に向け、太陽光発電・水素エネルギー等の施策展開を進め、今年

度から 32 年度までの重点的な取組みの追加等を行う改訂をした。

　同計画の 3つの原則である「原子力に過度に依存しない」「環境に配慮する」「地産地消

を推進する」に基づき事業に取り組んでいることは承知するものの、現時点において、当

初の計画通りに進んだとは言えない状況にあることから、今後も、本県計画の 3原則に基

づき、再生可能エネルギーの導入促進の加速化に向け、積極的に施策を展開すること。

7.  商店街の活性化について
　商店街の活性化について本県は「県商店街活性化条例」を踏まえ、県内商店街のコンテ

ストや魅力アップに向けた補助金等の支援を行っているところであるが、社会の大きな流

通の変化等により、厳しい経済環境におかれている箇所も少なくない。

　一方で、こうした状況下においても、近隣はもちろんのこと、遠くからもお客様が訪れ

る魅力ある商店街は、全国各地で存在し、その多くが地域特性等を活かして、積極果敢な

取組をされている。

　こうした状況に鑑み、本県として、全国の商店街活性化で成功している事例等も参考に

しながら、県内商店街の活性化に向けたさらなる取組を行うこと。

8.  外国人労働者の受け入れについて
　国では現在、外国人労働者の受け入れ拡大に向け、建設業や農業など、これまでに認め

られなかった分野にも、新たな在留資格の創設できる検討が始められたと聞いている。

　一方で、厚生労働省の統計によれば、平成 29 年に日本で働く外国人は、過去最高の約

127 万 9 千人。この 5年間で約 60 万人増え、日本の就業者の約 2％を占める。

　もっともこれには、高度な専門人材をされる人だけでなく、技能実習制度留学生や留学

生のアルバイトも含まれ、近年とくに、違法な長時間労働の不正などが発覚し、問題も多
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く指摘される。

　本県ではこうした状況に鑑み、外国人労働者の受け入れについて、国内労働者の現在の

労働環境を含め、これまでの各制度を改めて検証し、その上で国等とも連携し、本県とし

てできる受け入れ体制整備に向けた取組を行うこと。

　また、特にこの中の技能実習制度については、低賃金の労働力確保策になっているとの

問題が後を絶たないことから、その改善に向けた国との協議に早急に取り組むこと。

9.  ブラック企業対策の強化と労働基準法遵守に向けた取組みについて
　ブラック企業、ブラックバイトという言葉に代表されるような、悪質な労働環境での就

労を強いる企業に対しては「絶対に許さない」という姿勢で対策を講じるとともに、社会

問題となっている長時間労働の是正については対策を強化すること。

　特に社会経験の浅い若年層に対しては、SNS などの新しいツールも積極的に活用すると

ともに、学校への出前講座への一層の充実やパンフレットの効果的な活用を進めること。

10.  ハラスメント対策について
　各種ハラスメントについては、労働環境の悪化を招き、働く意欲や業務効率の低下を生

じる重大な人権侵害であるにもかかわらず、職場内での啓発や相談体制が未整備であるこ

とから、いまだ十分とは言えない状況にある。

　労働基準監督署と連携を図り、労働法規の遵守、賃金不払いなどの防止に努めるととも

に、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなどについ

ても、防止と周知に取り組むこと。

11.  テレワーク・サテライトオフィスの普及、促進について
　サテライトオフィスについては、テレワーク同様、通勤に係る平均時間が全都道府県の

中で一番長いという本県の状況を鑑みれば「人生 100 歳時代」における「ライフワークバ

ランス」の観点からも、積極的に推進すべき事業と考える。

　また、本県から都内におよそ 100 万人もの通勤者がいるなかで、仮に週何日でも居住地

で仕事ができる環境となれば、地域経済の活性化はもちろんのこと、子育てや介護といっ

た環境も大きく変わると予想されることから、本県として、こうした経済効果の算出と、

具体的なテレワーク・サテライトの普及・促進に向けた対応を図っていくこと。

12.  独立行政法人　産業技術総合研究所について
　産業技術総合研究所については、県内企業のイノベーション創出を加速させるために、

本年 4月より地方独立行政法人化し、新たなスタートを切ったところである。着実な事業
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推進により、成果も上がっているところであるが、その認知度は高いとは言えない状況に

ある。

　同研究所が県内経済の活性化に寄与するために、県として認知度アップを図り連携を密

にして、県内企業等の活用に資するよう、人材の流動性や研究ポテンシャルを高める取組

みを推進すること。
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建設・企業

　地震や豪雨に土砂崩れ等、近年これまでの想定を覆す自然災害が多発するなか、県民

の「命・財産を守る」ことを 最優先課題として、ソフト対策とハード対策を効果的に組

み合わせた取組を進めていくことが求められている。

　また、安心して安全で快適に目的地まで移動できるように、広域交通網の整備、県管理

道の維持修繕、交通安全施設の整備、港湾の整備など、県民の皆様の生活を支える多くの

都市基盤や社会資本の効率的な整備、環境との共生を図る取り組を進めていかなければな

らない。

　さらに、県が管理する橋りょう、トンネル等の道路施設は高度経済成長期に集中的に建

設されており、今後は、建設後 50 年以上経過する施設の数が増加し、老朽化による事故

等が発生するリスクが高まることなどが懸念されており、事故を未然に防ぎ、道路利用者

の安全・安心を確保は喫緊の課題である。

　企業庁においては、県民のいのちと産業を支えるライフラインである水と電力を、将来

にわたり「持続」的に供給し、「安心」のサービスを提供するために、安全で良質な水の

供給を維持しつつ、東日本大震災の教訓を踏まえ、県内で想定される最大震度の地震にも

耐えられる施設づくりを計画的に進めるとともに、被災した場合の復旧にも万全を期すこ

とが求められている。

　危機管理対策の強化、環境に配慮した取組などを通じ、地域社会や国際社会に「貢献」し、

県民から信頼される地方公営企業となるべく以下要望する。

1.  急傾斜地崩壊対策等について 
　急傾斜地崩壊防止施設の整備は、県民の生命・財産を守るために重要な事業である。

　しかしながら、施設整備は多額の予算を伴うこともあるが、危険箇所の整備率は年約 1％

の整備にとどまっている。

　よって、特に重点整備地域においては、これまでの整備実績を上回る水準で県単独事業

を拡大し、がけ地対策の整備促進を図ること。

　また、土砂災害警戒区域において、砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業等の防災工事を計

画的に推進するとともに、ソフト対策（危険区域を周知・警戒避難体制の強化・ハザード

マップ作成の徹底）も充実させること。

　さらに、土砂災害特別警戒区域の指定については、住民の理解を進めるとともに、その

後の対応策を考えること。 

2.  地籍調査の推進と空き家対策について
　神奈川県内の地籍調査は平成 29 年 3 月 31 日現在、14％（全国平均 52％）にとどまり、
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大幅に遅れており、地籍調査が行われると土地の境界を現地に復元することが可能となる

が、行われない場合には、様々なトラブルが発生することが想定されている。

　特に大規模災害が発生した場合、調査を実施していない地域は、境界の確認から始める

ため、被災地の復旧・復興が遅れる要因にもなりうる。

　県内には、法務局備付の地図（公図）と現況が土地の位置・形状ともに全く整合してい

ない地域が多数存在し、この地域では、どうしても確定を行うためには、近隣十数軒の土

地を自費で同時に確定を行う必要があり、費用の面で困難でまた売買等を行う際の評価も

大きく減額されてしまい、このような土地も「所有者不明土地」「空きや家」になる要因

の一つになっている。

　よって、重点地域への支援は勿論のこと、全県的にも県民への啓発を強化し、県内基礎

自治体へ調査促進を積極的に働きかけるとともに、空き家に対する老朽化対策や倒壊対策

等、空き家の適切な管理について、市町村の具体の取組みに対して連携し、支援すること。

3.  県営住宅ストック総合活用計画の推進について
　本県では、平成 13 年度から住宅の建替・改善工事を主体とした県営住宅ストックの有

効活用に取組んできたが、建物の老朽化と入居者の高齢化に伴う課題は一層深刻化してい

るため、より一層の有効活用に努めること。

 また、入居者の高齢化が著しい県営団地を、健康で安心して住み続けられる団地とする

ため、団地の空き住戸を活用して、高齢者の支え合い活動の拠点や子育て世帯向け住宅を

整備していく、「健康団地」への再生に取組むとともに、維持保全のために行う修繕工事

については、住棟ごとの耐用年数や劣化の状況等について検証し、改訂予定の新たな県営

住宅ストック総合活用計画に反映させること。

 さらに、当該地域における UR 都市機構、住宅供給公社、市町村等と連携しながら団地再

生を図り、持続可能なまちづくりを実現すること。

4.  海岸の保全について 
　本県の海岸侵食は著しく「相模湾沿岸海岸侵食対策計画」に基づき養浜を主体とした侵

浸食対策を実施しているが、各砂浜の回復状況には差異が見られる。

　よって、浸食について状況調査を行いながら、良質な養浜材の投入に努め、より効果的、

効率的な対策を講じること。 

5.  広域交通網の一体的整備について 
　新東名高速道路・国道 246 号バイパス（厚木秦野道路）・高速横浜環状南線・横浜湘南

道路など新たな骨格を形成する道路網や、リニア中央新幹線、新幹線新駅設置や神奈川東

部方面線などの鉄道網など、広域交通網の整備は県域発展のために極めて重要であること
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から、一層の促進を図ること。

　併せて、東名高速道路大和トンネル付近及び中央自動車道小仏トンネル付近の渋滞対策

を早急に行うこと。

　また、県が管理する国道および県道については、「かながわのみちづくり計画」に基づ

き着実に計画道路の整備を促進すること。

　加えて、パス等、既存高規格道路の老朽化に伴う課題も多く指摘される中にあって、県

民目線に立った安全対策に努めること。 

6.  建設業における働き方改革について
　平成 29 年 3 月 28 日、政府において、働き方改革実行計画が決定され、罰則付き時間外

労働の上限規制の導入にあたり、建設業においても 5年間の猶予期間は設けるものの、規

制が適用されることになった。

　少子高齢化により就業者数が減少するなか、高齢化が進展し、若年者についても、労働

環境や職業イメージ等が影響し入職者が減少しているばかりでなく、高い離職率が続いて

おり、今後の建設業を担う若年者や女性の就業を促進し離職率を低減させるためには、休

日の確保をはじめとする就労環境の改善など、働き方改革が不可欠である。

　よって、残業の上限規制への適用対応や週休二日制の導入が可能となるよう、業務実態

を踏まえた適切な工期の設定とそれに伴い増加する所要経費が的確に積算計上された予定

価格の設定など、本県においても建設業における「働き方改革」のに取り組むこと。

7.  神奈川東部方面線事業について
　神奈川東部方面線は、横浜市西部地区や、県央地域などから都心方面への所要時間の短

縮や、途中駅での乗り換え回数の減少など、鉄道を利用する県民の利便性が大きく向上す

ることが期待されている。

　しかし、昨年 3 月に国の変更認定を受けた計画では、開業が相鉄・JR 直通線は、2018

年度から 2019 年度下期へ、相鉄・東急直通線は、2019 年 4 月から 2022 年度下期へ延期

されてしまった。

　また、開業の延期と合せて、建設費も約 2,739 億円から約 4,022 億円に変更となり、大

幅な増額となっている。

　県は、都市鉄道等利便増進法に基づき、鉄道の建設を行っている鉄道建設・運輸施設整

備支援機構に対し、多額の補助を行っており、交通利便性の向上や沿線のまちづくりなど、

様々な効果が期待できる大切な事業であるとはいえ、更なる増額を生じないようにする必

要があり、沿線住民の期待に応えるためにも、これ以上の開業の遅れや建設費の増額が生

じないよう、県としてもしっかり対応していくこと。
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8.  無電柱化の取組の推進
　歩道に立ち並ぶ電柱は、歩行者や車いすの通行の妨げにもなっている。

さらに、平成 7 年の阪神淡路大震災や平成 28 年の熊本地震においては、数多くの電柱が

倒壊により、避難や 救急活動、 物資輸送に支障が生じるばかりか、 電力・ 通信サービス

の安 定供給の妨げといった影響も生じていた。

　本県においても、首都直下地震等の巨大地震が 30 年以内に約 70％の確率で発生するこ

とも予測されており、近年頻発する非常に強い台風の発生頻度が増加するとの予測も踏ま

え、災害時における道路の通行確保の観点からも、 積極的に無電柱化を推進していくこと。

　また、本県が管理する緊急輸送道路については、電柱新設の禁止や制限を早期に行うこ

と。

9.  水道事業について 
　高度経済成長期の水需要に対処するために急ピッチで整備してきた浄水場や水道管路な

ど水道施設の経年劣化が進行するとともに、給水区域で最大規模と想定される南関東地震

への対応などが求められており、今後も水道施設の更新は大きな課題である。

　県営水道を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来にわたって、安全で良質な水の安定的な

供給を持続していくため、水道の広域化等も含めて検討し、あらたな「神奈川県営水道事

業経営計画」の目標達成に向けて取り組むこと。

　また、平成 26 年 3 月に策定した「神奈川県営水道事業経営計画」は概ね目標達成に向

けて進んでおり、事業年度の確実な達成を目指していくよう求めるとともに、引き続き、

将来的な財政収支予測を的確に把握し、計画的かつ効果的に、老朽管対策や災害対策をは

かりつつ、経営のスリム化や需要に応じた施設のダウンサイジング等に取組むこと。

　さらに、長きにわたり培った水道事業の技術や知見を活かした国際的な展開も積極的に

推進すること。
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文　教

　本県では、県立高校改革二期計画にあたり、一期計画の検証をしっかりと行い、また、

少子高齢化の進行や国際化、情報化の進展、産業・就業構造の変化など、児童・生徒を取

り巻く教育環境の変化を踏まえ、「かながわ教育ビジョン」の推進や、それに基づく県立

高校改革の推進等により、明日のかながわを担う人づくりに力を注いでいる。

　教育ビジョンで掲げた理念の実現に向けては、いじめや暴力行為、不登校など喫緊の課

題に迅速に対応できる組織・体制づくりや。インクルーシブ教育の推進などの施策展開が

求められている。

　厳しい財政状況下ではあるが、児童・生徒一人ひとりの可能性が最大限活かされるよう、

質の向上や教育環境整備、多様なニーズに沿った教育を実現するため、以下要望する。

1.  いじめ・暴力行為及び不登校等への対策について 
　全国的にいじめの問題は後を絶たない。本県においても同様であり、不登校児童・生徒

数及び暴力行為の発生件数も依然として高い水準にある。いじめ及び暴力行為の根絶並び

に不登校児童・生徒への対応に加え、教員による体罰をなくすため、これまで講じられて

きた問題の検証を進め、児童・生徒が安心して学べる環境を整備すること。

　また、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置を、小学校へ拡充

し、心のケアや教育相談体制の充実・強化を図るとともに、いじめの未然防止・緊急課題

の解決に向けた体制を構築すること。

　そして、児童・生徒を取り巻く教育環境の変化に対応すべく、児童相談所をはじめ、警

察・地域などの関係機関との連携強化に向けて取組むこと。

　さらに、いじめに悩む児童・生徒の相談体制強化のために試験的に導入した SNS を活

用した相談事業の結果を踏まえ、継続して相談体制が行われるように財政措置すること。

2.  県立高校改革の推進について 
　県立高校改革の内容や進捗状況を県民に周知し、理解を深め、Ⅱ期計画の策定にあたり、

県民意見の反映を十分に図ること。「生徒の学びと成長にとって何が必要かという視点を

最優先にする（スチューデント・ファースト）」という基本的な考え方に立って、県立高

校改革を丁寧に進めること。

　とりわけ全日制進学率の向上を図るため、必要な定員数を確保すること。

　また、学校の再編・統合については前回の「県立高校改革推進計画」終了からわずか 10

年での再度の再編・統合であり、削減ありきではなく、生徒の通学利便性、地域の実態・

実情を勘案し、在校生や卒業生のみならず自治体及び住民に対して十分な説明をし、理解

を得ること。
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　加えて、経済的な支援が必要な生徒に対しては、奨学金等の拡充を図ること。

　高等学校でのインクルーシブ教育の対象校拡大にあたり、T・T による指導や少人数指 

導・個別指導のための必要な教員配置と施設・物品の整備を確実に行うこと。障がいのあ

る生徒の高等学校進学にたいして就学奨励費を支給対象とすることを国に要望すること。 

　さらに、学習意欲の向上と確かな学力の育成のため、学びなおしの学習や少人数指導を

拡充し、環境整備、設備・備品の拡充に努めること。

3.  学校運営協議会委員について
　平成 30 年 7 月 13 日現在、73 校述べ 648 名の学校運営協議会委員が決定され、平成 30

年度中には残りの県立高校で同委員が選定される予定である。しかしながら、委員の構成

をみると医療関係の委員は全体の 2.9％に留まり、特に歯科関係者においてはほとんど選

定されていないのが現状である。生徒の健康面も重視する必要がある立場から、今後の県

立高校における学校運営協議会委員の選定に関しては、医療関係者も含めた、バランスの

取れた委員構成になるよう配慮すること。

　また、現在まだ学校運営協議会が立ち上がっていない高校に関しても、早期に立ち上げ

るよう支援をすること。

4.  新まなびや計画の推進について 
　平成 28 年度からスタートした「県立学校施設再整備計画（新まなびや計画）」により耐

震対策が必要な校舎などについて、計画期間第 2 期の平成 35 年度までの対策について、

平成 30 年 4 月時点では 74.7％、特別支援学校 91.4％となっているが、平成 35 年度を待

たずして、前倒しになるよう推進すること。

　また、老朽化している県立学校や特別支援校の整備・補修をこれと並行して実施するこ

と。特にトイレの洋式化対策を確実に進めるとともに、コンクリートブロック塀等の安全

対策を早急に実現すること。

5.  「ともに生きる社会」を実現する教育の推進について 
　インクルーシブ教育推進に向けて、小・中学校から高校と連続した取り組みが必要であ

ることから、市町村立小・中学校の「みんなの教室」事業の拡大を図り、高校においては

3 政令市とも密接に連携し、5 ブロック全域でのインクルーシブ教育実践校を拡大するこ

と。

　さらに、多様な教育ニーズに対応した学習・教育相談・校内支援体制構築のため、市町

村が設置する「教育支援センター」等への専任職員や、小中学校へ配置する「教育相談コー

ディネーター」の配置を継続すること。

　加えて、日本語が理解できない外国籍児童・生徒の支援のため、各言語の通訳をはじめ
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生活支援などのコーディネーターを専門とする人材の配置といった人的支援を充実するこ

と。 

6.  国際社会に対応できる人材の育成について 
　平成 32 年度には、小学校高学年において外国語活動が教科化されるとともに、小学校

中学年から外国語活動の実施が開始される。ついては、外国人英語指導助手（ALT）や外

国人指導者の人材確保及び教員としての養成と配置や財政上の支援を制度化するととも

に、外国語活動の教科化等の新たな施策の実施に当たっては、専任教員の配置や人材確保

に必要な財政措置を講ずること。

　また、中学校での英語教育の充実のため、外国人英語指導助手（ALT）を充分に配置で

きるように財政措置を講じること。

　加えて、高等学校においては、全県立高校への外国人英語指導助手（ALT）の配置を継続し、

生徒がネイティブスピーカーと授業などで触れ合うことにより、英語によるコミュニケー

ション能力の向上を図り、国際社会で活躍できる人材を多く育成していくこと。

　さらに、センター試験が 2020 年度より大学入学共通テストに移行されることに伴い、

英語試験については、民間業者等が提供する外部資格・検定試験が活用されることなる 

ため、希望する高校生が全員受験できるよう、外部資格・検定試験の補助事業を拡充する

こと。

7.  少人数学級の推進について 
　深刻化するいじめや不登校などの様々な教育問題に対応し、個に応じた多様な教育を展

開するための少人数学級を着実に推進すること。

　また、きめ細やかな教育環境の確保に向けて教員の適正な人員配置に配慮すること。

　加えて、35 人以下学級の小学 3 年生以上中学 3 年生までの拡大と、少人数指導の成果

をさらに高める意味からも ､指導方法工夫改善のための教員加配を図ること ｡

　なお、時間数についても学校の実態に即した弾力的運用幅の拡大・改善を図ること。

　さらに、通常学級に在籍している支援を要する児童・生徒に対応できる教員配置の県単

措置での実現をすること。 併せて、臨時的任用職員・非常勤講師の現状を見直し、人材

確保と迅速な配置、資質の向上等を図ること。 

8.  県立図書館について 
　県立図書館の将来像に関して、パブリックコメントや意見交換会が実施されたが、教育

委員会はその後の検討状況を県民に開示すること。

　また、県立の図書館の専門職員（司書職）の採用・研修等の司書制度の充実を図ること。
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9.  子どもの体力・運動能力の向上及び、学校検診について 
　子どもの体力及び運動能力の向上は、体力・運動・健康に対する意識を高め、「未病」

対策にもつながる。

　ついては今後、県内すべての小・中学校児童・生徒の体力向上に向けた取組みを引き続

き行うこと。

　また、子どもたち自身の健康を管理する力を育むためのツールとして、県内すべての 

小・中学校児童・生徒の健康管理に活用されるよう一部市町村で進められている健康手帳

の普及・配布の取組みを進めること。さらに、学校検診において、平成 28 年 4 月 1 日か

ら内科検診の項目に、新たに「四肢の状態」の項目が加わったことにより学校医師の業務

負担が増加になったことは現実であることから、「運動器検診実施にかかる検討協議会」

でしっかり検討すること。 

10.  防災教育の充実について 
　突如西日本を襲った地震災害が起きたように、本県でもいついかなる時に大きな災害が

起きるか限らない。防災教育を充実させるにあたっては、地域特性を踏まえてより家庭全

体での共通認識が育まれるように、保護者を交えたプログラムを検討すること。

11.  性的マイノリティへの対策について
　平成 27 年度文部科学省通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の

実施等について」において、「学校において特に配慮が必要な児童・生徒」の一例として「性

同一性障害に係る児童・生徒」や「性的マイノリティ」とされる児童・生徒の記載が加え

られたことから、できるだけ早い段階から必要な配慮ができるよう、教員の研修はもとよ

り、周囲の理解が進められる環境整備をすること。

12.  社会と関わる力を身に着ける方策について
　小・中学生を対象に、神奈川県専修学校各種学校協議会により「小・中学生のための 

チャレンジスクール」が実施されている。また、高校生においては、同協議会と県教育委

員会・県立高校による協働で「仕事のまなび場」という事業を展開している。

　一方、高校のキャリア教育、シチズンシップ教育においては、社会保険労務士会、司法

書士会、弁護士会の協力を経て社会と関わるためのさまざまな実践教育を行っている。

　また、県立高校学習活動コンソーシアム事業により、多くの大学・企業・研究機関に参

加を願い、次世代の課題解決に向かって構想を推進している。

　しかし、どの事業においても具体的なプログラムについて予算化されていないことか 

ら、生涯学習のようにしっかりと県単独事業として確立し、継続した事業にすること。
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13.  特別支援学校等における安全な医療的ケアの実施体制について
　平成 23 年に文部科学省により「特別支援学校における医療的ケア実施体制について」

通知があった。それに先立ち、神奈川県立の特別支援学校においては、平成 15 年度から「医

療ケア等支援事業」に取り組んできた。

　平成 30 年度は、県立特別支援学校に 44 名の看護師を配置しているが、いわゆる児童・

生徒 6名に対して 1名の看護師という体制には至っていない。また、現在はスクールバス

に看護師は乗車していない。

　医療的ケアの実施体制を改善するために、医師、看護師、介護士等の特別支援学校への

配置が充実するよう図ること。

14.  教員の人材確保と育成について
　団塊の世代の大量退職、大学の教員養成課程の縮小や教員養成課程卒業後の進路の多様

化、早期離職者の免許失効など全国的な教員不足が問題となっており、本県においては 4

月の欠員臨任が解消されずにいる。

　さらに年度途中の休業・休職等の欠員に対し、臨任・非常勤が不足し、なかなか配置さ

れずに応急的な校内の人事対応をせざるを得ないケースが増えていることは児童・生徒の

教育の質の保障の点からも大きな問題である。

　よって、県として、採用数の見直しや年度途中の正規採用の実施など先行県の取り組み

を研究し、必要な人材確保を図ること。また、早期離職による免許失効者への更新講習や、

臨任・非常勤の採用年齢の緩和など人材確保にむけて早急な対応を図ること。

　また、臨任・非常勤の処遇改善をはかるとともに、研修を強化し、英語科やアクティブ・

ラーニング、プログラミングなど新たな教育分野の対応を図ること。
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地域要望

横須賀市

1. 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の指定については、開発行為の許可基準の策

定や、県独自の補助制度等の支援策の創設など、環境が整った段階で行うよう要望しま

す。

2. 国の公共事業採択基準未満のがけに対する県単独事業を拡大し、がけ整備の促進を図

ることを要望します。また、急傾斜地崩壊対策工事における公共事業採択基準を緩和す

ることを併せて要望します

3. 子育てにおける親の経済的負担感の軽減を図り、安心して子どもを産み、育てること

ができるように、早急に国の制度として小児医療費助成制度を創設するよう要望します。

　また、現在、就学前までとなっている神奈川県の小児医療費助成事業補助金の入院外 

（通院等）医療費の助成対象年齢を、県内の実態に合わせ、大幅に引き上げるよう要望

します。

4. 三浦半島中央道路の湘南国際村～県道 26 号（横須賀三崎線）間の都市計画決定区間に

ついて、早期整備を図るよう要望します。

5. 地域経済の活性化や三浦半島全体の交通の円滑化を図るため、本町山中有料道路、三

浦縦貫道路の通行料金を値下げするとともに、平成 31 年 10 月に予定される消費税率の

引き上げにともない通行料金を見直す場合にも、料金は据え置くなど、県全体でバラン

スのとれた設定を行うよう要望します。

　また、利便性向上のために E T C を導入するよう要望します。

平塚市

1. 地球温暖化が進行すると、台風による高波や海面上昇により相模湾沿岸の深刻な侵食

被害が懸念される。そこで、波エネルギーを吸収し発電できる波力発電を海岸に沿って

設置すれば、離岸堤のような消波効果と売電収入の建設・工事費への充当による公共事

業費の節約が期待できる。この新コンセプトの研究開発に協力すること。

2. 市町村の待機児童対策支援のために、民間保育所の保育士に対する給与増額のための

補助制度を創設すること。
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3. 金目川水系の河川整備目標に対応できていない箇所について、予算を拡充して早期に

整備すること。特に、金目川・鈴川合流部、下花水橋～ JR 東海道本線（右岸）、金目川

河口付近（右岸）、河内川の流下能力不足区間の断面確保については、整備の時期と方

針を明確にすること。

　また、整備完了までは、堆積土砂の撤去など、大雨時の水位低下に努めること

4. 平塚愛甲石田軸」として、県道 606 号（大島明石）の延伸と当道路の本市大島地区か

ら伊勢原市内の国道 246 号に至る区間を整備すること。 

　また、「伊勢原大神軸」を県道として早期に事業化すること。

5. 海岸の保全について、侵食された砂浜の回復による海岸利用者の安全確保と海岸周辺

の魅力向上や環境整備等の海岸管理対策に取り組むこと。

6. 食育推進と学校給食の充実を図るため、学校給食単独調理場校への県費栄養職員を 550

人未満の学校でも 1人を配置するよう基準を見直すこと。 

　また、共同調理場においても配置人数を拡充するよう見直すこと。

7. 障がいのある子どもたちが学校（園）生活を円滑に送れるように、学習活動や日常生

活を支援する介助員について、財政措置を講じること。

8. 児童・生徒への支援の充実を図るため、現在、中学校に配置されているスクールカウ

ンセラーを小学校全校へ単独配置できるよう財政措置を講じるとともに、年間 245 時間

の勤務時間を確保すること。

9. 児童・生徒の複雑化する問題行動等に対応できる相談体制の整備を図るため、社会福

祉に関する専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーについて、派遣の

拡大及び配置を維持すること。

10. 教員が子ども一人ひとりに向き合う時間を確保するため、1 クラスの人数を減らす措

置と並行し、少人数学級の学級担任や学級担任外の教職員を増員すること。

11. 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）に適合

したノンステップバスの普及促進に向け、バス事業者の車両導入経費に対する支援制度

を創設すること。

12. 神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金について、内部留保を行わず、所要額を

年度当初に交付すること。
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13. 消波ブロックや被覆ブロックの沈下が進行しているため、機能を継続的に調査するこ

と。

14. 県補助金の削減や、一括交付金化という看板のもとでの減額などは、市町村の負担と

なって財政を圧迫し、住民サービスの低下につながりかねない。見直しに当たっては、

個別に関係団体の意見を反映する等のきめ細やかな検討を行い、安易な休廃止や減額を

行わず、検討内容や経過について市町村と十分な調整を行うとともに、徹底的に事務を

簡素化し、県・市町村負担の軽減策を講じたうえで、所要額総額を確保するための十分

な財政措置を講じること。

小田原市

1. 地震防災対策の支援体制の拡充について、神奈川県市町村消防防災力強化支援事業費

補助金において、制度を拡充し、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた旧耐震基準木造

住宅の除却事業も補助対象とすること。

2. 鳥獣被害対策の推進について、「第 4 次ニホンザル管理計画」による市内に生息してい

る H群について、継続的に起こっている生活被害・農業被害の根絶を目指すために、管

理困難な群れと判断し、群れ全体の捕獲許可を早急にすること。また、分派の可能性が

ある群れについては、早急に実態調査をすること。

3. 県立おだわら諏訪の原公園の整備について、県民ニーズに応え、地域の荒廃した農地・

林地の再生による鳥獣被害の軽減を図るためにも、第 2期・第 3期事業区域における早

期事業化を図ること。

4. 都市計画道路穴部国府津線、城山多古線・小田原山北線、小田原中井線の整備促進を

図ること。

5. 二級河川山王川の河川整備促進を図ること。

茅ヶ崎市

1. 中核市への円滑な移行を実現するため、中核市への移行を検討する市に対する積極的

な情報提供を行うとともに、保健所業務をはじめとする中核市に係る事務の円滑な引き

継ぎが行われるよう、人的支援並びに県単独事業に関する財政支援の制度化、中核市移

行準備経費に係る「神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金」の枠拡大など財政支援の

更なる拡充を図ること。
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　また、中核市における児童相談所の設置に向けては、現行の選択制を継続するよう国に

働きかけること。

2. 大雨等による浸水被害等から住民の生命、財産を守るため、平成 27 年 4 月に策定され

た小出川・千の川河川整備計画に基づき、小出川の治水面における安全対策を実施する

とともに、相模川左岸の築堤の早期整備及び具体的な河川整備内容を明らかにする相模

川河川整備計画を早期に国と策定すること。

3. 侵食された砂浜の回復による海岸利用者の安全確保と海岸周辺の魅力向上、環境整備

のため県管理地である柳島海岸、中海岸、菱沼海岸等の海岸侵食対策を漁港への飛砂侵

入抑止効果を含め茅ヶ崎漁港西側の堆積砂を活用し推進を図ること。

　また、老朽化や砂に埋もれている柵竹簀（たけずさく）等を順次改修することや南西か

らの飛砂対策としての竹簀柵の新設をすることで飛砂を抑制し、サイクリングロードの

利便性向上と投入した養浜材の滞留性を高めることで、より効果的な砂浜維持を行うこ

と。近年特に侵食の激しくサイクリングロードの崩落の危険性もある浜須賀海岸につい

ては、緊急的かつ計画的な対策を実施すること。

　なお、対策実施の際は、漁業に支障の出ない部材を使用すること。

4. 小児医療費助成制度について、県補助金の補助率を引き上げること、及び対象者の一

部負担金を撤廃すること、並びに補助対象者については県内の半数以上の自治体が中学

3年生まで助成をしていることから、中学 3年生まで拡大すること。

5. 循環型社会形成推進地域計画に基づき、計画的な廃棄物処理施設等の整備を行うため、

要綱に定める交付率による交付金額を割落としせず地方が必要とする総額を確保するよ

う国に働きかけること。また、県においても国が要綱に定める交付予算額を補完する制

度を創設するなど、積極的に支援を行うこと。

6. 県の保健医療計画に基づき、深刻な産科医、小児科医及び救急医療に携わる医師不足

に対応し、地域における安定した医療環境の確保及び二次医療圏における救急医療体制

を維持するため、医師が充実して働けるような医療環境の整備並びに医師及び看護師を

安定的に確保する対策を早急に講じるとともに、国に働きかけること。

　また、深刻な医師・看護師不足に対応するため、医師・看護師等の修学資金の拡充を図

るなど、医師の確保、看護師の養成・確保について必要な措置を講じること。

7. 消防の広域化のさらなる推進を図るため、消防の広域化後において必要となる経費等

の補助対象の拡大及び消防広域化後の補助期限の延長などの補助制度の拡充を図るこ

と。
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8. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律を見直し、1学級の

児童・生徒数を削減し、30 人学級を可能とするとともに、教育効果を上げるため、教

職員定数を増加し、現状の加配数を維持しつつ予算措置を講じるよう、継続的に国に働

きかけること。

　また、現行法のもとでも、県の判断による学級編制の基準の引下げは可能であり、県に

おいても 30 人学級導入や少人数指導の加配増を積極的に推進すること。

9. 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律を見直し、現行の

児童・生徒数が ｢550 人以上単独実施校に 1 人 ｣、「550 人未満単独校 4 校に 1 人 ｣ とい

う配置基準を緩和することを国へ働きかけるとともに、県の裁量による栄養教諭への任

用換えが進められる中、学校給食の充実と安全面での配慮が一層図られるよう、多くの

学校に学校栄養職員を配置すること。

10. 小学校外国語活動及び中学校英語教育の充実に向けて、小・中学校へ外国人英語指導

助手及び小学校外国語教育支援員を配置できるよう、予算措置を行うこと。

11. 中学校の特別支援教育の充実に向けて、特別な配慮を要する児童・生徒の教育的ニー

ズに応じた学習支援や生活支援を行う特別支援教育支援員を配置できるよう、予算措置

を行うこと。

12. 都市化の進展による交通事故や犯罪の増加に対する社会的な諸施策を講じ、社会秩序

の維持徹底のため、地域の実情に応じた防犯対策等の拠点となる新設交番の設置及び駐

在所の交番への転換をすること。本市では、香川地区の人口及び治安状況の推移、要望

の経過、JR 香川駅が位置すること等から判断して香川地区、松林地区、鶴嶺西地区及

び環境の変化が著しい状況から小和田地区への交番の設置、小出駐在所、西久保駐在所、

南湖駐在所の交番への転換を要望する。

13. 平成 24 年度から県において実施されている市民後見人養成研修を引き続き、実施す

るとともに必要な予算の確保に努めること。地域医療介護総合確保基金による介護人材

確保対策事業（権利擁護人材育成事業）についても、市町村が安定した財源のもと、適

切に事業を遂行できるよう国との協議を進めること。

　また、市町村が積極的に市民後見人の養成に取り組むことができるよう、市町村と家庭

裁判所が連携しやすい体制づくりを進めること。

14. 国民健康保険事業の都道府県単位化が施行されたが、国保運営に関する諸施策や事務

の標準化、効率化、広域化の推進について引き続き主導的な役割を果たすこと。
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逗子市

1. 神奈川県地域防犯力強化支援事業費補助制度を平成 31 年度までの継続を要望します。

2. 三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進にあたり、広域自治体としての役割を積極的

に担っていただきたい。

　また、現在のプロジェクトの計画期間は 2019（平成 31）年度までとされていることから、

ここまでの成果を考慮した上で、取り組みを継続、加速、定着させるために、三浦半島

の市町の意向を十分に踏まえて次期プロジェクトを策定するよう要望する。

3. バーベキュー等の、無秩序な海岸利用を制限する等の海岸管理対策を講じられたい。

また、早急に砂浜の浸食の原因について調査を行い、最良の養浜対策と改善対策を講じ

られたい。これらを踏まえ、総合的な海岸管理の方策を、県条例により定めていただき

たい。

4. 三浦半島中央道路・逗子区間について、県道の早期着工への対応を要望する。

5. 県道 24 号線の渋滞の原因となっている交差点の改良など、当該道路の拡幅を早期に実

施するように要望する。

6. 逗葉新道全線の無料化を要望する。

7. 神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の補助対象を拡大し、補助額、補助率を

引き上げていただきたい。

8. 1 クラスの人数を減らす措置と並行して、学級編制の弾力化及び少人数学級のための

教員加配を県単独措置により実施することを要望する。また、退職教員の数に見合った

新採用教員の配当及び臨時的任用教員の研修の充実と教育指導員の派遣の増加を要望す

る。さらに、特別支援教育の推進における非常勤講師の派遣の増加を要望する。

9. 県有財産である市街化区域内の未利用地を処分する場合、地元の意向にも十分配慮し

た処分とするよう要望する。

三浦市

1. 三浦縦貫道路Ⅱ期区間及び同道路と一体的機能をもつ都市計画道路西海岸線の未整備

区間の早期整備並びに三浦縦貫道路（有料道路区間）の料金体系の早期見直し（引き下

げ等）を要望します。



56

2. 県道 215 号江奈湾付近の歩道設置を含めた視距改良整備および、宮川橋付近から都市

計画道路城ケ島線までの歩道設置を含めた道路改良を早期に実施することを要望しま

す。

3. 市場施設や市営漁港の整備等に係る国県補助金の総額確保および、県営三崎漁港の振

興に質する施設整備の推進など、6 次経済の構築を目指した水産振興施策に必要な支援

を要望します。

4. 小網代の森の年間来遊者数を増加させるため、今まで以上に広報に努めるとともに、

来遊者が安全で歩きやすい通路に改修することを要望します。

5. 発達に遅れや不安のある学齢前の児童やその保護者に対する支援を行うため、神奈川

県市町村事業推進交付金（障害者地域訓練事業）による支援を継続することを要望しま

す。

秦野市

1. 新東名高速道路の開通に伴う消防・救急業務体制の更なる強化・推進を図るため、救

急隊の増隊並びに新たな消防車両及び資機材の導入に係る新たな財政措置について、国

や県の積極的な支援をお願いします。

2. 国道 246 号バイパスの当市区間（10.6km）の早期の全線事業化、全線整備、また国道

246 号秦野インターチェンジ関連事業（約 750ｍ）の事業促進のため、国への働きかけ

について、県の積極的な支援をお願いします。

3. 平成 32 年度に新東名高速道路及び秦野サービスエリアスマートインターチェンジ（仮

称）の開通が予定されています。秦野サービスエリア（仮称）に隣接する県立秦野戸川

公園は、地域の観光資源として、多くの観光客を引き付ける魅力があります。地域観光

の核として、早期に未整備区域を開設し、駐車場の整備をはじめ、魅力の創造につなが

る公園整備をお願いします。

4. 当市下水処理区の酒匂川流域下水道への編入等について

　① 「相模川・酒匂川流域下水道全体計画」の見直しに合わせ、当市第 1号公共下水道中

央処理区の一部について、酒匂川流域下水道に編入するようお願いします。

　② 当市で発生する下水道汚泥の広域処理のため、単独公共下水道関連市町の汚泥処理

の現状調査を行うとともに、広域処理に係る協議の場の設置をお願いします。
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5. 県道 705 号（堀山下秦野停車場）の秦野駅前通り道路の整備に当たり、第 1 工区の用

地交渉の継続及び第 2工区の用地交渉の促進についてお願いします。

　併せて、電線共同溝の整備をお願いします。

6. 県道 612 号（上粕屋南金目）の延命地蔵尊先から伊勢原 15 号踏切までの約 260ｍの歩

道整備については、平成 30 年度で概ね完了しますが、引き続き電線共同溝の整備をお

願いします。

7.「第 4次神奈川県ニホンジカ管理計画」及び「第 4次神奈川県ニホンザル管理計画」に

基づき、次の事項の着実な実施をお願いします。

　① 計画に定める個体数・群れの管理目標の確実な達成を目指すため、当市が実施する

広域防護柵開口部の侵入防止や管理捕獲の強化などの取組に対する所要額の確保

　② ニホンザル大山群の全頭捕獲に当たり、専門的な捕獲技術を有する民間事業者への

委託など有効な管理対策の実施

　③ 野生鳥獣が農地等に依存せずに生活するための山林環境の整備

8.「県内医科大学の地域枠の拡充」や「医師等修学資金の拡充」などを通して、診療科や

地域における医師の偏在解消に取り組み、地域における分娩環境の整備に早急に対応す

るようお願いします。

9. 軽症から急性期まで様々な症状に応じた医療連携体制を強化するための取組の推進を

お願いします。 

　① 産科・小児科等の医療従事者が不足する現状を念頭に置いた医師・看護師等の修学

資金の拡充など、地域の実情を踏まえた一層の医師、看護師等の確保対策の推進

　② 既存の休日夜間急患診療所の運営や二次救急診療事業に対する補助、医師が都市部

に集中しないシステムの構築など、総合的な救急医療体制の整備、充実

　③ 産科医が不足している地域の危機的状況に対応するため、「第 7次神奈川県保健医療

計画」に基づく「周産期救急医療システム」における医療圏格差の解消や産科医師分

娩手当補助事業の拡充

10. 小学校外国語活動の効果的な推進について、「グローバル化に対応した英語教育改革

実施計画」（平成 25 年 12 月公表）に基づき、小学校での外国語教育を円滑に実施する

に当たり、異文化に対する関心を更に高めるため、ALT 配置のための財政措置につい

て積極的な支援をお願いします。 

　また、効果的な授業実践を行うことを目指した ICT 機器の整備など小学校外国語活動

の指導充実を図るための支援をお願いします。
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厚木市

1. 県立相模三川公園の早期実現を要望いたします。

2. 厚木秦野道路については、さがみ縦貫道路から（仮称）厚木北 IC までは既に事業化さ

れておりますが、道路ネットワークのミッシングリンクを解消し、道路整備の効果を最

大限発揮するためにも、全線を事業化し早期整備していただきますよう、要望いたしま

す。

3. 県道 43 号（藤沢厚木）の松枝交差点から中町交差点までの拡幅整備及び元町交差点に

おける歩道整備、県道 601 号（酒井金田）の歩道整備並びに県道 42 号（藤沢座間厚木）

の第二期整備区間の整備推進について要望いたします。

4. 防犯カメラ設置に伴う地域防犯力強化支援事業の補助制度につきまして、2019 年度以

降も継続して実施するとともに、市町村への補助の配分につきまして増額を要望いたし

ます。

5. 厚木市内に、生徒が通学できる県立特別支援学校の分教室の設置を要望いたします。

6.、「みんなの教室」モデル校に配置されている、インクルーシブ教育推進非常勤職員の

配置の継続を要望いたします。

7. 一級河川相模川三川合流点地区等における河川空間の有効利用について

　① 相模川厚木市水辺拠点創出基本計画に必要となる河川基盤施設の整備を相模川・中

津川河川整備計画に位置付け、本計画の策定に合わせて低水護岸の整備を早期着手す

るよう要望いたします。

　② 河川敷での樹林化対策の更なる推進を図るよう要望いたします。 

　③ 相模川三川合流点地区の水辺に親しむ環境改善に向けた河原再生を要望いたします。

8. 小田急多摩線の上溝以西の延伸及び、相鉄線の乗り入れまたは延伸につきまして、「か

ながわ交通計画」に位置付けていただくよう要望いたします。

9. バス利用者の利便性向上やバスの走行環境の向上を図るため、県が管理する国道、県

道のバス停留所への上屋及びベンチの設置や、バスベイの整備を要望いたします。

10. 県道の整備促進について 

　① 県道 43 号（藤沢厚木）について、道路拡幅及び歩道設置などの早急な整備を要望い

たします。また、元町交差点については、厚木北公民館敷地境界までの歩道整備を要

望いたします。 
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　② 県道 601 号（酒井金田）の歩道整備の未整備区間につきましても早期整備を要望い

たします。

　③ 県道 42 号（藤沢座間厚木）については、第二期整備区間の早期完成に向けて整備推

進を図られますよう、引き続き要望いたします。

11. 丹沢大山国定公園内におけるハイキングコースの安全性確保に向けた環境の整備と、

維持・管理の徹底について要望いたします。

大和市

1. 保健師の確保について、潜在保健師の復職支援、人材に関するデータバンクの構築、

地域への定着など、保健師の確保に向けた取り組みや、県保健師を市町村へ派遣して行

う直接的な技術指導、スキルアップのための研修の実施など、人材の育成に関する取り

組みにより、市町村における保健師の確保等をしっかりと支援していただくよう要望し

ます。

2. 治水対策の根幹をなす引地川、境川両河川の改修を速やかに推進するよう要望します。 

3. 県と本市が実施する巡回相談チームへの専門職員の派遣を確実に行うとともに神奈川

県立特別支援学校を本市内に設置することを含めた特別支援教育体制の充実を図ること

を要望します。

伊勢原市

1. 新東名高速道路、国道 246 号バイパスの整備促進及び関連道路整備事業の推進について

　① 新東名高速道路の整備を促進するとともに、国道 246 号バイパスの未事業化区間に

ついては平成 31 年度の新規事業化、事業化区間については早期供用開始に向け整備

が促進されるよう、引き続き国及び関係機関への働きかけをお願いします。

　② 都市計画道路西富岡石倉線について、平成 15 年度から用地取得等が進められていま

すが、新東名高速道路や国道 246 号バイパスの整備に合わせた早期の供用に向け、引

き続き整備を推進されるようお願いします。

　③ 県道 611 号（大山板戸）の橋石倉（いしくらばし）交差点から市道 2611 号の交差点

までの区間について、平成 23 年度から用地取得が進められていますが、伊勢原北イ

ンターチェンジ（仮称）供用開始に向け、整備を推進されるようお願いします。

2. 県道 611 号（大山板戸）について、旧大山駅から県道 612 号と交差する地点までの全

線完成に向け、引き続き整備を推進されるようお願いします。
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3. 県道 64 号（伊勢原津久井）について、県道 63 号（相模原大磯）から厚木市境までのうち、

第 2期区間約 720ｍの整備を推進されるようお願いします。

4. 県道 61 号（平塚伊勢原）小田急線以北の区間を無電柱化推進計画に位置づけ、電線地

中化促進事業に着手いただいていますが、地元商店や住民の意向等を十分に御配慮の上、

早期完了に向け、引き続き整備を推進されるようお願いします。

5. ツインシティ整備計画に定める「平塚愛甲石田軸」（県道 606 号〈大島明石〉の延伸）

及び「伊勢原大神軸」の早期整備について

　①「平塚愛甲石田軸」として県道 606 号（大島明石）を延伸し、当路線の平塚市大島地

区から、伊勢原市内の国道 246 号に至る区間の整備をお願いします。

　②「伊勢原大神軸」は、ツインシティ橋を含む都市計画道路倉見大神線との接続により、

伊勢原市街地と平塚市、寒川町方面を東西に連絡する広域的な幹線ルートとして重要

です。県道としての整備をお願いします。

6. 県立いせはら塔の山緑地公園について、2 期・3 期整備計画を策定し、早期に整備に着

手いただくようお願いします。

7. 二級河川歌川の治水対策等について、大堰（おおぜき）橋から県道 44 号（伊勢原藤沢）

の土安（どあん）橋付近までの区間 2,500ｍについて、引き続き治水対策を推進してい

ただくとともに、浚渫工事等を実施していただきますようお願いします。

　また、二級河川歌川及び渋田川などを含む金目川水系の河川整備基本方針及び河川整備

計画を早急に策定いただくとともに、計画策定後は早期完成に向け整備を推進していた

だきますようお願いします。

8. 二級河川渋田川の整備について

　① 小田急線鉄道橋下流部から道灌（どうかん）橋までの区間（L＝ 600ｍ）について、

小田急線鉄道橋及び共有地の問題を解決し、当該区間の早期完成に向けて整備を推進

していただきますようお願いするとともに、道灌橋から国道 246 号までの区間（L＝

400ｍ）についても、抜本的な溢水対策となる護岸整備を推進していただきますよう

お願いします。

　② 筒川（どうかわ）流域の湛水防除事業をしていただいていることから、筒川との合

流部から十二貫（じゅうにかん）橋までの区間（L＝ 930ｍ）の河床整備が早期に実

現されますよう特段の御配慮をお願いします。

9. 二級河川板戸川の小田急線下流部の早急な河川改修をお願いします。

10. 二級河川鈴川について、危険箇所の局部的な改修を行っていただくとともに、国道
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246 号から竹ノ内（たけのうち）橋まで全体区間約 2,100ｍの整備を推進していただき

ますようお願いします。

11. 農業被害及び人的被害を防止するため、次のとおり被害防止対策を講じていただきま

すようお願いします。

　① ニホンザルについては、第 4次神奈川県ニホンザル管理計画（以下、「4次計画」とい 

う。）に沿った被害防除対策を着実に実施すること。また、かながわ鳥獣被害対策支

援センターに常勤の専門員を増員し、市町村の被害対策の要望に即時対応ができるよ

う組織の充実に努めるとともに、鳥獣被害対策の効果的な手法や効率的な手法を、県

専門職員から市町村へ情報発信できる体制を整備すること。

　　ニホンザルの個体数調整の頭数については、農業被害の減少及び追い払いがスムーズ

に行なえる頭数まで減らすこと。

　② 今後もツキノワグマによる農業被害や人的被害を防止するため、各市町村の出没状

況を踏まえた上で、想定外の出没など、あらゆる状況に対して迅速な対応を実施でき

るよう、「神奈川県人里でのツキノワグマ出没時の対応マニュアル」については、出

没や被害等の実態に則した見直しに継続的に取り組むこと。 また、被害軽減対策の

効果を高めるため、県が中心となり広域的な出没監視や生息状況調査を定期的かつ継

続的に実施し、市町村と情報を共有すること。

　③ イノシシ等の野生動物による人的被害を未然に防止するため、今後も野生動物によ

る人身被害の防止対策を進めること。

12. 県の「新たな観光の核づくり事業」に認定された大山と周辺地域の広域観光を活性化

するため、県道 701 号（大山秦野）を大山と秦野を結ぶ観光道路として利用できるよう、

秦野市境から大山の霞橋（かすみばし）までの整備をお願いします。

13. スクールカウンセラーについて、中学校と同様に小学校へも専属で配置していただく

ようお願いします。 また、スクールソーシャルワーカー派遣日数の拡充等、制度の充

実を図り、県として国庫補助率の引き上げ等を国に強く働きかけていただきますようお

願いします。

海老名市

1. 道路占用許可基準において、消火ホース格納箱と同様に地震対策用の消火器（格納箱）

を道路占用許可対象物件としての指定を要望いたします。

2. 本市は、平成 31 年（2019 年）に開催される「ラグビーワールドカップ 2019」において、

大会期間中に練習や調整を行うために滞在する「公認キャンプ地」として内定しました。

つきましては、スポーツ施設の整備等について、新たな補助制度を創設いただくことを
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要望いたします。

3. 小児医療費助成事業における県補助金の拡充について 県では小学生・中学生の入院分

に係る医療費を助成していると周知されているが、実際市町村への補助対象となるのは

償還払い分のみであり、大多数を占める現物給付分は補助対象外となっているのが現状

であり、県内すべての市町村で現物給付分を県補助金なしで助成しているため、県補助

金対象を償還払い分だけでなく現物給付分も含めるよう要望いたします。

　また、平成 22 年 3 月に廃止された旧児童手当法の所得制限額である 532 万円（扶養人

数ごとに 38 万円加算）未満を県補助金対象としているが、現行の児童手当法の所得制

限額である 622 万円（扶養人数ごとに 38 万円加算）に見直していただくよう要望いた

します。

4. 二次医療圏における救急医療体制等を維持するために、医師の確保に向けた対策を講

じることを要望いたします。また、神奈川県内で大きく不足している看護職員について、

その養成・確保について必要な措置を講じるよう要望いたします。

5. 重症心身障がい児者の地域移行と在宅生活の継続維持のために、障がい保健福祉圏域

での日中活動系施設と入所施設の整備を実施していただくよう要望いたします。

6. 浸水対策上重要な河川である永池川の未整備個所について、河川改修等により一層の

整備促進を図るとともに、集中豪雨に対応した、目久尻川の新たな河川改修を要望いた

します。

7. 都市計画における市街化編入手続きの迅速化について、協議期間の短縮等のため国関

係機関や都市部門と農政部門の調整等、引き続き県庁内の積極的な調整を図っていただ

くとともに、国関係協議における従来よりも詳細かつ適時の情報収集・提供をしていた

だき、迅速かつ円滑な協議が行えるよう要望いたします。

8. 都市計画道路「3・3・3 下今泉門沢橋線」は、平成 27 年度には、改定・かながわのみ

ちづくり計画に位置付けた整備推進箇所のうち、河原口勝瀬線から県道 40 号横浜厚木

の暫定改良に着手され、平成 30 年 2 月に都市計画変更もされていることから、早期の

事業着手を要望いたします。 

　なお、国道 246 号交差点までの北伸整備についても、引き続き歩行者の安全で快適な歩

行空間の確保と渋滞対策の観点から要望いたします。

9. 都市計画道路「3・4・6 河原口中新田線」、都市計画道路「3・4・4 中新田鍛冶返線」

の両路線について、整備区間を延長し渋滞対策を図り、歩行者の安全で快適な歩行空間

の確保について要望いたします。
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10. 交通量増加が見込まれる海老名駅西口地区及び海老名駅東口について、交通事故抑制

と交通渋滞の解消を図るため、早期に海老名駅入口交差点改良事業に着手されるよう要

望いたします。

11. 県道 40 号（横浜厚木）国分坂下交差点から海老名小学校までの歩道は、海老名小学

校及び海老名中学校に通学する児童・生徒の利用が多いが、すれ違いが困難な程狭い箇

所があり、危険な状態であるため、歩道拡幅による安全対策を早期に実施することを要

望いたします。

　また、安全かつ快適な歩行空間等の確保につながる無電柱化整備を要望いたします。

12.「SS9 橋緊急整備計画」に位置付けられている（仮称）相模新橋（都市計画道路「3・

6・1社家岡田線」相模川橋梁部）は、平成 10 年の相模川渡河部橋梁の下部工完成まで、

既に多額の事業費が投じられております。 また、さがみ縦貫道路海老名 IC が供用さ

れましたが、今なお相模川渡河断面が不足し、相模川沿線地域の慢性的な交通渋滞に関

しては、現状にあまり変化が見られません。したがいまして、本橋梁の早期整備促進を

要望いたします。

13. 県道 22 号（横浜伊勢原）について、今年度中の都市計画決定等の手続きを進めると

ともに、早期に拡幅整備の事業化が図られるよう要望いたします。

　また、当路線は災害時における緊急輸送路に指定されているため、事業化の際には電柱

の地中化を図るよう併せて要望いたします。

14. 県道 407 号（杉久保座間）の拡幅整備について、当路線は通学路としての使用など生

活道路としての面も持ち合わせているため、幅員が狭い国分地区・杉久保地区及び同地

区内交差点の危険箇所において、早期の拡幅整備を図られるよう要望いたします。

15. さがみグリーンラインの整備により、相模川における水辺の軸を基軸として、各スポー

ツ施設のネットワーク化を図り、新たなスポーツイベント等の創出につながるため、さ

がみグリーンライン整備の計画的早期完了を要望いたします。

16. 神奈川県地域間幹線系統確保維持費補助金について、十分な予算を確保することを要

望いたします。

　また、近年の国の積極的な取り組みを鑑み、県補助金においても多様化する運行形態を

広く補助対象とし、広域自治体としての役割を十分に発揮することも併せて要望いたし

ます。

17. 市町域をまたがる市町道のうち、県道と同等の機能を持ち道路ネットワークの骨格と



64

なる路線の整備推進について、広域的な観点での助言並びに支援を要望いたします。

18. 厚木駅南地区市街地再開発事業に係る県補助金について、事業の円滑な推進のため、

十分な予算を確保することを要望いたします。

19.「新学習指導要領の実施」「教員が子ども一人ひとりに向き合う時間の確保」のため、

指導方法工夫改善（少人数授業・TT）の加配定数を維持しつつ、公立義務教育諸学校

教職員定数改善計画を早期実現し教職員定数等の改善を、確実に実施するよう要望いた

します。

20. 文部科学省が実施している「児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査」によると、暴力行為や不登校などの背景として家庭環境に係る要因がその一つとし

て挙げられております。学校だけでは対応が困難な事案に対して社会福祉等に関する専

門的な知識等を有するスクールソーシャルワーカーの派遣日数の増日について要望いた

します。

21.、海老名駅西口においては、平成 27 年 10 月のまち開き以降、市内外から多くの人々

が集まるようになり、犯罪発生件数が増加傾向にあることから、西口地区の治安維持の

ために交番の設置を要望いたします。

座間市

1. 改修整備が行われておりますが町全域の早期に改修するよう要望します。また、周辺

住民の安全確保のためにも、遊水池整備を早期に実現するよう併せて要望します。

2. 県道 51 号線（町田厚木線相武台入谷バイパス）の道路照明灯増設について、星の谷歩

道橋から入谷 3-3946-2（コスモ相武台サニーサイド）の間において、夜間の道路照明

灯（以下、「照明灯」という。）の光度が不足しているため、照明灯の増設を要望します。

3. コミュニティセンター及び地域集会所の計画的な修繕、維持管理、建設等を行うため

の補助金の創設等について検討を望むとともに、国に対しても同様に補助金の創設等に

ついて、県から働きかけをしていただくよう要望します。

4. 不妊・不育専門相談センターは現在県内に一箇所（平塚保健福祉事務所内）となって

おり、更に身近な保健福祉事務所での相談体制の充実が望まれます。また、不育症につ

いては、その相談内容が高度で専門的なものとなり、対応するスタッフについても治療

に精通した医療関係者が必要となります。不妊症・不育症に悩む方々への相談体制の拡

充を要望します。
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5. 二次救急医療体制の維持に必要な財政支援や医師等の医療資源確保により、広域体制

の充実を図る対策を講じるよう要望します。

6. 児童相談所と市町村が連携し児童虐待等に対応するに当たり、児童相談所から市町村

への助言・情報共有などの連携強化と児童相談所の人員配置による体制の強化を要望し

ます。

7. 生産緑地の買取りについて何らかの財政支援を講じられるよう要望します。

8. 県事業により座間都市計画道路 3・3・2 号広野大塚線について早期に事業を実施され

るよう強く要望します。

9.「かながわのみちづくり計画」に位置付けられた箇所について、県の交流幹線道路網の

整備として座間都市計画道路 3・4・5号座間南林間線について早期に事業化されるよう

要望します。

10. 第一期整備区間としての相模原市都市計画道路町田南大野線から県道 50 号座間大和

までの区間の整備は完了間近なことから、更に座間都市計画道路 3・4・3号相模原二ツ

塚線及び水窪座間線について全線事業実施されるよう要望します。

11. 交通渋滞の解消や交通弱者を含む歩行者の安全確保のため、積極的に県道 46 号相模

原茅ケ崎の整備を促進されるよう要望します。

12. 県道 50 号座間大和の整備完了区間以北から県道 51 号町田厚木との交差点（相武台団

地入口）までの未整備区間について、「かながわのみちづくり計画」の事業化検討箇所

への位置付けと、未設置箇所の整備を含めた、慢性的な交通渋滞の解消に向けた積極的

な整備促進を要望します。

13. 県道 51 号町田厚木は地域の防災上の重要な拠点として機能していることから、事業

実施している区域以外の整備についても積極的に整備を促進されるよう要望します。

14. 市、雨水の事業認可計画では、大和市との行政界に隣接する「ひばりが丘排水区」が、

引地川流域に含まれておりますが、放流先が未整備のため、現在は遊水地による貯留、

浸透等で対応しています。よって、放流先となる引地川改修事業の促進を要望します。

15. 神奈川県では近い将来、南関東地震、県西部地震などの発生が予想され、より一層の

消防力の強化が必要となることから、これまで以上の消防団機能強化資機材・車両等、
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消防広域応援車両整備に加え、消防における市町村の責務である消防・救助資器材及び

車両（広報車等）などの補助金を拡充されるよう要望します。

16. 自閉症・情緒障害特別支援学級担当教員配置の加配について、 児童・生徒の安全を確

保し、教育内容を充実させるため、情緒障害児 5名に対し担当教員 2名の配置から、情

緒障害児 4名に対し担当教員 2名の配置に教員加配基準を引き下げるよう要望します。

17. 喫緊の課題である不登校対策として、教員の派遣のほか、新たな専門的な立場から指

導できる支援員を県から派遣されるよう要望します。

18. 県立座間養護学校に知的障害のある義務教育児童生徒の受け入れをされるよう要望し

ます。

19. 小・中学校の通常級に在籍する配慮を要する児童生徒に対する教育補助員（支援者）

の人的配置がなされるよう要望します。

20. 生徒の健全育成に資する部活動指導者派遣事業費補助金の復活を強く要望いたします。

南足柄市

1. 小児医療費助成事業について、対象者の一部負担金を撤廃するとともに、非対象者を

義務教育に就学する児童生徒まで拡大することを要望します。

2. 地域における安定した医療環境の確保および、二次医療圏における緊急医療体制を維

持するため、医師が充実して働くことのできるような医療環境の整備、ならびに医師を

安定的に確保する対策を早急に講じるとともに、県立足柄上病院の医療体制の充実を要

望します。

3. 富士山火山噴火による地震防災対策の支援体制の充実について、噴火以降の時間軸と

降灰量のシミュレーション等に関する調査を早急に実施することを要望します。

4. 神奈川県地域防犯力強化支援事業補助金の交付について、今後も継続し、併せて防犯

カメラの補助対象台数を拡大することを要望します。

5. 放課後児童クラブを利用するひとり親世帯等の経済的負担を軽減するため、使用量の減

免（助成）を行った場合の減免（助成）額に対する補助制度を創設することを要望します。

6. 市の地域振興拠点施設として位置付けている「（仮称）道の駅　金太郎のふる里」の整

備についての支援を要望します。
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7. 都市計画道路和田河原・開成・大井線の県施工による早期実現を要望します。

8. 南足柄市と箱根町を連絡する道路について、連絡道路の実現に向けて引き続き工事費

等の予算措置を講じ、早期に完成することを要望します。

9. 主要地方道小田原山北線の沼図国府津線の交差点および相模沼田駅交差点に右折車線

の設置を要望します。

10. 狩川・内川等県管理の河川において、早急に河床の浚渫を実施することを要望します。

綾瀬市

1. 警察署を本市内へ早期に設置すること。なお、警察署が設置されるまでの当面の間、

綾瀬合同庁舎において市民の利便性向上のため、人員の増加などにより情報セキュリ

ティ上の問題等を解決し、免許証の更新や車庫証明の交付等の窓口業務を早期実現する

こと。

2.（仮称）綾瀬スマートインターチェンジを活用した地域の活性化を図るため、市役所周

辺の農業振興地域において、新たな拠点づくりとして地元の農畜産物を活用した地域振

興施設及び道路附帯施設の一体的な整備を計画しているが、補助メニューが十分でない

ことから、当該事業に係る交付金をより一層充実させること。また、農業振興地域整備

計画の変更について、地域の実情が反映され、盛り込まれるよう県関係機関の支援を強

化すること。

3. 未整備区間となっている都市計画道路寺尾上土棚線県道 40 号（横浜厚木）以北区間を

県道 42 号（藤沢座間厚木）として早期整備を図ること。

4. 県道の早期整備について、県道 45 号（丸子中山茅ヶ崎）、県道 40 号（横浜厚木）につ

いては（仮称）綾瀬スマートインターチェンジの供用開始後は一層の渋滞が予測される

ため、主要交差点の右折レーンの設置（特に天台小学校入口交差点及び小園交差点は深

刻な渋滞が予想される）等、交通渋滞の緩和を目的とした対策を供用開始までに実施す

ること。

　また、上記 2 路線及び県道 42 号（藤沢座間厚木）においては、歩行者の安全確保及び

バリアフリーを促進するための歩道の整備を併せて行うこと。
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葉山町

1. 県道逗子葉山横須賀線の逗子側までの延伸と快適に利用できる道路整備について、以

下要望します。

　① 三浦半島中央道北側の逗子区間において、引き続き早期延伸を実現するよう用ボス

します。

　② 良好な道路の維持管理に加えて、自転車が既設の国権同を安全かつ快適に利用でき

るよう支援を要望すること。

　③ 電柱の地中化を実現するための情報提供や協力を要望します。

　④ バスベイの未設置箇所への対応を引き続き要望します。

寒川町

1. 消防の広域化のさらなる推進を図るため、消防の広域化に伴う消防署所の再編整備に

伴う用地取得費用や消防の広域化後において必要となる経費等の財政支援を継続・拡大

することを要望します。また、県においては、国と同様に財政支援を継続・拡大すると

ともに、それを国へ働きかけるよう要望します。

2. 新駅設置及び新駅の受け皿となるまちづくりの実現に向けては、既定の補助制度のみ

ならず、県央・湘南都市圏の南のゲートを位置づける広域的な立場から、さらなる財政

的支援や事業の組み立て方など現実的な事業スキームにおいて、引き続きご尽力、ご指

導くださるよう要望します

3. 都市計画道路 3・3・3 号宮山線（（仮称）湘南台寒川線）は、さがみ縦貫道路寒川北イ

ンターチェンジへのアクセス機能を持つ広域的な幹線道路であることからも、県におか

れましては、早期の事業化に向けご尽力いただくと伴に、その後の事業においても早期

供用に向け着実に事業費を確保しながら進めていただくよう要望します。

4. 県道 47 号（藤沢平塚）と県道 45 号（丸子中山茅ヶ崎）が交差する岡田交差点東側に

つきましては、右折レーンがなく大型車の右折により慢性的な渋滞が発生しているため

交差点の改良を要望します。

5. 頻発する集中豪雨等による河川の急激な水位の上昇を抑え、河川の流量を確保するた

め、引き続き、河床の浚渫や低水敷の樹木の伐採、草刈り等を実施するとともに、市街

地の雨水排水が可能となる対策を講ずるよう要望します。

　

6. 頻発する集中豪雨等による河川の急激な水位の上昇を抑え、河川の流量を確保するた

め、引き続き、河床の浚渫や低水敷の樹木の伐採、草刈り等を実施するとともに、市街

地の雨水排水が可能となる対策を講ずるよう要望します。
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7. 学校の老朽化に対応した大規模改修、並びに生活環境の変化に対応した便器の洋式化

をはじめとしたトイレ改修やエアコンの設置に対し、財政的支援を拡充するとともに、

実態に即した内容とするよう要望します。

　なお、学校の改修等は、安全性の観点等から時期を延伸すべきではないため、速やかに

十分な予算額の確保を行うことを強く要望します。

8. 工業に関する学科を有する高等学校の設置について、既存の県立寒川高等学校普通科

への工業に関する学科の併置なども含め、県と寒川町工業協会などの関係者と実現の可

能性を模索していきたいと考えておりますので、ご協力いただくよう要望します。

9. 市町村自治基盤強化総合補助金（地方創生推進事業）の拡充について、今後も、各地

域の人口減少の歯止めと人口確保に向けた独自の取り組みがより積極的に推進できるよ

う、補助対象範囲のさらなる緩和及び下限事業費の引き下げ・撤廃などにより、小規模

自治体をはじめ、各地域の人口減少の歯止めと人口確保に向けた取り組みがより積極的

に推進できるよう制度の充実・改善を要望します

10. 県の「市町村地域防災力強化事業費補助金」については、更なる補助対象の拡充及び

補助率を 1/2 へ引き上げる等財政的措置を拡充するよう要望します。

11. 域防犯力強化支援事業補助金の拡充について、犯罪のない地域の創造と、安全・安心

なまちづくりをさらに進めるため、補助事業を継続することと、補助対象の拡充及び補

助率の引き上げについて要望します。

12. 不法投棄物については、事業者が排出する産業廃棄物が多く、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第 4条第 2項の規定で「産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な

処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない」と県の責務が

明記されていること、また、現在町職員が回収を行っている区域は、県管理の河川区域

であることも踏まえ、県の主導による不法投棄廃棄物撤去等の強化を要望します。

　また、県が指定する自然環境保全地域についても、絶えず不法投棄が発生していること

から、土地所有者と十分協議を行い、不法投棄廃棄物の撤去と防止対策の強化を要望し

ます。

13. 身体、知的、精神障害の 3 障がいの制度格差を一刻も早く解消し、障害者福祉施策の

充実を図るため、県重度障害者医療費助成制度について、精神障害者の入院に係る医療

費についても助成対象とするよう要望します。

14. 県内全市町村が小学 6年生まで助成対象としていることや、24 市町村で中学 3年生ま

で対象を拡大していること、小学校就学年代の医療費負担も決して小さくないことなど、
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制度設計当初と比べて状況が大きく変化していることを踏まえ、県の助成事業の対象年

齢引き上げと、所得制限の撤廃を要望します。

15. 神奈川県平塚保健福祉事務所茅ヶ崎支所の福祉事務所機能について、今後の事務所移

転等の方向性によっては、町民の利便性に多大な影響を及ぼすことが想定されるので、

県が協議を行う場合に、利便性の低下を招くものにならないよう、強く要望します。

16. 家庭用新エネルギー機器の導入促進について、県もネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス（ZEH）や蓄電池導入費の補助事業を行い、エネルギー対策への取り組みを進めてい

ますが、家庭用新エネルギー機器をより広く普及するには、家庭用燃料電池システム（エ

ネファーム）などの個別のシステムに対する設置者負担額の低減や、認知度の向上が必

要と考えられることから、より柔軟かつ効果的な補助制度を確立していただけるよう要

望します。

17. 次期「かながわのみちづくり計画」においては、都市計画道路 中海岸寒川線（寒川 

NTT 以東）を計画に位置付け、事業化が図られるよう強く要望します。

18. 一級河川相模川の築堤整備及び総合整備事業の促進について

　① 相模川左岸の築堤につては、未整備箇所があり洪水が発生した際には、大規模な水

害に発展する懸念がありますので、左岸の築堤整備に取り組むよう要望します。特に、

さがみ縦貫道路の工事区間（新幹線南側付近）においては、当該事業に併せ築堤整備

がされることになっていましたが、まだ仮堤防箇所がありますので早期実現を図るよ

う要望します。また、堤外地に広く存在する民有地についても買収に努めるよう要望

します。 

　②「いきいき未来相模川プラン」により計画されている「さがみグリーンライン整備」

にあたっては、町と十分協議するとともに、町関連施設及びグリーンライン予定地と

なっている町内企業の駐車場対策等にも十分配慮した整備を、そして相模川水系河川

環境管理基本計画など相模川に関わる諸計画についても円滑な推進を図るよう要望し

ます。

19. 一級河川小出川の改修整備が行われておりますが、町全域の早期に改修するよう要望

します。また、周辺住民の安全確保のためにも、遊水池整備を早期に実現するよう併せ

て要望します。

大磯町

1. 県立公園施設整備と来園者への利便性向上について、耐震上の課題から外観保存を行

い、内部にはできる限り当時の熱帯植物を再現する予定とのことですが、旧吉田茂邸の
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開館から 1年が経過する中、本来のサンルームの姿を取り戻し、来場者の目を楽しませ、

満足度を高めるため、一刻も早い「サンルーム」の再現を要望します。

2. 葛川・不動川の改修・整備促進について、

　① 内水対策のひとつとして、葛川と不動川の合流により生じる滞留の解消について要

望します。

　② 整備が完了するまでの間の対策として、引き続き、定期的な河床の浚渫をお願いす

るとともに、昨年 10 月の台風で被災した監視カメラについて、早期に復旧いただき

ますよう要望します。

　③ この葛川河口域は、津波の遡上による被害が懸念されています。そのため、河口部

の流路確保のためのハード整備について検討を行い、対策を講じていただきますよう

併せて要望します。

二宮町

1. 神奈川県県営団地再生計画を策定され、県営住宅の再生に向けた取り組みを開始され

たことは承知しておりますが、百合が丘地域では地域再生に向け、地域住民が主体となっ

た地域コミュニティによる地域活性化に向けた機運が高まっているこの機を逸すること

なく、地域と一体となった対策をスタートさせ、二宮団地の建て替えについて早期に実

現するよう要望します。

2. 打越川の未整備区間について、下流域の中心市街地にも浸水被害などの影響が出るこ

とから、流域住民の安全安心のためにも砂防施設の現状に見合った早期整備及び排水断

面を確保するよう要望します。また、葛川が流域町民にとって憩いの場であり、長年清

流復活を目指して町民活動団体と連携した清掃活動や意識醸成活動により、多様な生物

が川に戻るなど、葛川に対する町民の関心が高まっているため、魚道の設置や遊歩道等

の整備といった地域の意向反映を要望します。

3. 西湘バイバス地下道の海岸出入口部分への開閉式の防潮扉の設置について、国土交通

省及び中日本高速道路株式会社に対し、防潮扉の設置について働きかけるよう要望しま

す。また、本来防潮堤の設置など海岸の安全管理は海岸管理者である神奈川県が行うべ

きものであるが、防潮堤の役割を西湘バイバス擁壁が代替えしていることから、防潮扉

の設置を含めた海岸の安全管理策について検討するよう要望します。

中井町

1. 住民の生命や財産を守ることを最優先として、早急に足柄上地域の河川内に立ち並ぶ
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樹木等の伐採を水害予防のために、実施していただきますよう要望いたします。

2. 県土木事務所が管轄する歩道橋や高架橋、ガードレールなどへの横断幕・のぼり旗の

掲出について、地方創生、地域活性化の目的や趣旨を理解いただき、一律な規制による

縛りではなく、柔軟な県の道路占用許可基準の解釈をお願いします。

大井町

1. 都市計画道路和田河原開成大井線の建設について、県道 711 号から国道 255 号までの

区間について、早期建設を要望する。

2. 未病バレー「BIOTOPIA」における広域連携について、広域における調整役としての

役割を発揮されるよう要望します。

3. 主要地方道 72 号（松田国府津）（松田町行政界～国道 255 号）の歩道設置について、

引き続き早期事業着手を要望します。

松田町

1. 県西地域の活性化に向け、「小田急線新松田駅」について、現在、県において整備を進

めている県道 711 号改良事業と併せた「新松田駅北口・南口駅前広場整備を含めた駅周

辺地域の整備」における多様な支援と同時に駅周辺整備に合わせた県道 711 号線御殿場

線アンダー部の改良事業を要望いたします。

2. 県下人口減少地域（県西・三浦地域）の市町が実施する定住促進策に対する一括交付

金制度等を創設すること。

3. 県勢の持続的な発展のため、全県単位での人口の自然増加を誘発する施策（子育て環

境の充実等）の推進に努めること。 

4. 県内の商工業の発展のため、県西地域に企業誘致を実施し、県西地域内での雇用の創出

を行うことにより定住化の促進や県西地域の税収増、人口流出を防ぐように努めること。

5. 県立足柄上病院が地域住民の医療ニーズに対応して、質の高い医療サービスを安定的、

継続的に提供することができるよう、県としても医療体制の充実強化を早急に図られる

よう要望します。
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6. 有事に備え、秦野市への連絡道路である県営林道土佐原線を緊急車両が支障なく通行

できるよう危険箇所の整備を要望するとともに、「県営林道土佐原線の管理に関する覚

書」の締結後、速やかに移管されるよう測量・登記事務の推進を要望します。

7. 丹沢山系に位置する市町村等のヤマビル被害に苦慮している関連機関での対策部会の

設置を県が主導で、立ち上げ、各市町村等の被害や対策の状況等の情報共有を行えるよ

うに強く要望します。

8. 足柄上地域の河川内に立ち並ぶ樹木等の伐採を水害予防のために、実施していただき

ますよう要望いたします。

山北町

1. 交通系 IC カードの将来的な各鉄道事業者のエリアを跨る利用の実現について、交通系

IC カードが広域的に利用できる環境が整備されるよう、主体的に鉄道事業者や国に対

し働きかけを行うことを要望する。なお、交通系 IC カードの各鉄道事業者のエリアを

跨る利用の実現を早急に行うことが難しい場合、各駅に設置されている自動精算機で精

算ができるよう同様に働きかけを行うことを要望する。

2. 高速道路や県道を跨ぐ橋梁（認定外道路）の老朽化対策が交付金の対象となるよう財

政支援の充実を国へ働きかけるよう要望するとともに、高速道路会社に点検をまとめて

委託するといった間接的な支援に留まらず、直接的な県独自の財政支援制度を創設する

よう要望する。

3. ヤマビル被害対策事業費補助金は同一実施地域での補助事業が 3 年を限度としている

が、今後もヤマビル被害は増加及び拡大する恐れがあることから、ヤマビルの被害を受

けている地域に対して継続した対策を実施するため、補助時限の撤廃及び補助金の増額

を要望する。

箱根町

1. 国道 138 号・県道 75 号（湯河原箱根仙石原線）交差点改良及び歩道設置について、主

要幹線道路が交わる本交差点周辺における直近の状況は、交通事業者からバスターミナ

ル整備計画案が提案されるなど転換期を迎えており、改良に向けた地元の機運も高まり

を見せていることから、町としても地元との合意形成に向けた努力を続けまた、南足柄

市と箱根町を連絡する道路の開通に伴う交通量増加も見込まれることから、早期の事業

着手を要望する。
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2. 県道の一部路線において、沿道から支障木や雑草が生い茂り、見通しや歩行環境の悪化、

車道へのはみ出しによる通行の支障が見受けられることから、それを解消するよう要望

する。

3. 治水対策の充実による水害の未然防止について、早川河床に堆積した土砂や草木の繁

茂による河川機能の低下を防ぐための対策の推進を要望する。

　

4. 大涌谷における火山対策について、噴火等の非常時における車両での避難をより迅速・

安全に行うための車両転回場所の設置や道路拡幅等の整備を要望する。

真鶴町

1. 生食二枚貝（岩牡蠣）養殖事業への支援について、可食部検査および貝毒等のモニタ

リングを引き続き実施していただくとともに、検査費用の補助、検査機関の構築等の支

援を要望します。併せて岩牡蠣出荷体制整備にかかる支援を要望します。

2. 県産石材の活用について、公的施設等の建築資材として県産石材の積極的な活用を PR

していただくとともに、積極的な利用を要望します。また、真鶴本小松石を活用した新

商品の PR や積極的な利用についても要望します。

3.JR 東日本真鶴駅跨線橋エレベータ（南側）設置の早期実現が図られるよう要望します。

湯河原町

1.（仮称）ゆがわら道の駅整備に関する支援について、駐車場、建屋等の施設整備、運営

方法等の検討及び計画立案、関係機関との調整を円滑に推進するために、部局横断的に

積極的な助言をいただくよう要望します。

　また、接している河川を活用し、道の駅と一体とした親水護岸の整備を要望します。

2. 広域営農団地農道整備事業（小田原湯河原線）の整備について、農作業、集出荷作業

の効率化、流通の合理化及び生活環境の整備を図り、農業振興を中心とした地域の活性

化を推進すると共に、国道 135 号及び県道 740 号が通行不可となった際の防災上の観点

においても、早期に完成されることを要望します。

3. 藤木川の護岸整備（温泉場地区）について、不動滝から池峰橋付近までの一部区間は

未整備となっており、地域住民や藤木川の沿道の散策を楽しむ観光客の安全確保のため、

早期整備を要望します。
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4. 千歳川の護岸整備について、観光地にふさわしい景観を活かした親水護岸整備を要望

します。また、現在、千歳川下流に河川を活用した道の駅を計画しており、道の駅と一

体とした親水護岸の整備も併せてお願いします。

5. 湯河原パークウェイの通行料金について、段階的な値下げ、最終的には無料となるよう、

伊豆箱根鉄道（株）への働きかけを要望します。







平成 30 年 10月16日発行




