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はじめに

　「立憲民主党・民権クラブ神奈川県議会議員団」は、総勢28名が所属する会派として県

議会で活動している。一期4年の任期のうち、現在は最終年度をむかえ、県民を取り巻く

経済状況は、この4年で大きく変化した。2年半以上にわたるコロナ禍に加え、ウクライナ

侵攻による物資の停滞、急激な円安による物価高騰などにより、荒波の中での地域経済を

支える事業者への適切な支援や、そこで働く人々の雇用、その環境を守ることが求められ

ている。厳しい環境下におかれた県民に寄り添い、県民の目線に立ち、残りの任期を全う

すべく、我々は全力で活動を続ける所存である。

　未だ収束が見えないコロナ禍、歯止めが利かない人口減少や超高齢化が進む社会では、

県財政も益々厳しくなるばかりである。すでに県当局より、現時点における来年度予算編

成の財源不足が、約350億円の見込みであると報告があった。この現実を前に、持続可能

な財政運営には、徹底した事業の見直しと、新型コロナウイルス感染症対策における医療

体制の維持、県内経済の着実な回復に向けた施策等を、的確かつスピーディーに行うこと

が重要となる。県財政における危機的状況からの脱却を考えながら、同時に、ICTをはじめ

とする技術革新や当事者目線による福祉のより一層の推進、少子高齢化などの環境に則し

た教育活動による「明日のかながわを担う人づくり」など、すべての人に寄り添う取組が

求められていることも、決して忘れてはならない。

　本書は、令和5年度の予算・施策に関する要望書であり、作成に当たっては、県民をはじ

め県内自治体や各種団体等からご意見を聴取し活発な議論を経た上で、会派として提言を

取りまとめたものである。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、常に県民に寄り添い、迅速に対応するとともに、

来年度予算編成及び施策・事業の実施に当たっては、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。

令和4年10月13日

立憲民主党・民権クラブ神奈川県議会議員団

団　　　　長　　　　　　　　斉藤　たかみ

政務調査会長　　　　　　　　青山　　圭一
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重点要望

1.  持続可能な財政運営について
本県は厳しい財政状況に置かれており、現時点で来年度予算編成時における財源不足額

は約 350 億円と見込まれる。

国は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、社会経済活動を継続するとして

いる。今後、アフターコロナを見据えた上での施策・事業を抜本的に見直していたものを

再度取り組んでいく必要が生じることから、県民ニーズに応じて柔軟かつ機動的な財政出

動を実施し、持続可能な財政運営に取り組んでいくこと。

2.  富士山噴火対策の充実について
令和 4年 3月に富士山火山広域避難計画検討委員会の中間報告が公表され、計画の改定

について令和5年度も継続して検討することとなる。現行の富士山火山広域避難計画では、

市町村区域外への広域避難者の受入先が山梨県及び静岡県では示されており、受入市町村

の調整は県が行うこととなっているが、広域避難が必要な神奈川県内の市町については、

現時点で受入先が未定となっている。市町においては、令和 3年の富士山ハザードマップ

の改定で、大規模噴火の場合では溶岩流が町全域に到達する可能性が示され、地域住民の

いのちを守るための避難を最優先するためには、市町外への広域避難が不可欠となった。

最悪の事態を想定した実効性のある町避難計画を早期に策定するために、受入先市町村

の調整や避難路・交通手段の確保等、早急な対応を実施すること。

3.  アフターコロナを見据えた観光事業者への支援について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、観光宿泊事業者が大きな打撃を受けてい

る。宿泊業はテレワークの活用や業態変化に対応できない業種でありながら、日頃から施

設や雇用を維持するために多くの費用がかかるという特徴があり、今後は更に感染対策を

強化した経営を行う必要も生じている。

これに対し、県では「かながわ旅割」などの観光支援策を推進しているが、引き続き県

内観光を回復させるための「かながわ旅割」の継続と、OTA 事業者と実店舗との取扱期間

や金額に差が出ることがないようにすること。

4.  脱炭素社会の実現に向けた取組の強化について
令和 3年に「地球温暖化対策推進法」が改正され、温室効果ガスの排出量を実質ゼロに

する、いわゆるカーボンニュートラルが、法に基本理念として位置付けられた。カーボン
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ニュートラルを実現するためには、地域における再生可能エネルギーの利用が重要であり、

国・県・市町村はもとより民間事業者や団体等との密接な連携の下に行わなければならな

い。

引き続き太陽光発電・小水力発電などの再生可能エネルギーの普及を促進し、その際に

は各再生可能エネルギーの特性を踏まえるとともに、県内をいくつかのブロックに分けた

上で、各ブロックの地域特性を勘案し、環境性はもとより、経済性や供給安定性等を総合

的に検討すること。その上で、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域を市町村が設定す

るに当たり、県が環境配慮基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づくものとされて

いるため、早急に環境配慮基準を定めること。

加えて、脱炭素社会の実現には、次世代エネルギーなどの新技術の活用が不可欠であり、

地域の特性を知る民間事業者や団体等が新技術の開発に集中できるよう、環境整備や資金

援助等の支援を行うこと。

5.  ポストコロナ社会を見据えた対応について
国においては、新型コロナウイルス感染症を 2 類相当から 5 類にする検討が行われる。

実際、コロナウイルスの致死率が当初に比べて下がり、季節性インフルエンザに近くなっ

ていることを考えるとポストコロナ社会を見据えた対応を検討する必要がある。

ポストコロナ社会においては、自己負担の考え方、発熱した時の対応等これまでと異な

ることが予想されるので、今から論点を整理したうえで、速やかに県民にポストコロナ社

会の県の対応を周知徹底すること。

6.  急激な経済悪化時の事業者支援策について
新型コロナウイルスのまん延、ウクライナ侵攻、急激な円安による物価高等、急激に経

済を悪化させる事態が発生している。このような緊急時においては、国からの交付金に応

じ、本県として早急な支援策の立案、実行が求められる。その際、迅速性、有効性のみな

らず、公平性にも十分配慮すること。

また、その経済状況が続く場合は、一時的な緩和措置を継続させるのではなく、新たな

経済環境に合わせた本質的な支援策に転換していくこと。

7.  物価高にともなう建設資材高騰への対策について
ウクライナ情勢や急激な円安などに伴う物価高は建設資材の価格にも大きく影響を及ぼ

している。公共工事においては資材高騰の対策としてスライド条項が設けられているが、

現在ほとんど活用されておらず、周知・運用に懸念が残る。事業者が資材高騰対策として

スライド条項を活用できるよう適切な対応をはかること。

また、一部の資材については価格高騰とあわせ納期の遅れも指摘されている。資材の納
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期遅れについても、工期の柔軟な見直しも含め、適切な発注・工程管理に努めること。

さらに、県発注工事に関しては、資材高騰の影響が、下請け・孫請け、ひいてはそこで

働く労務者の賃金へのしわよせへ及んではならない。状況に応じ、アンケート等による現

状把握、相談体制の充実など、適切に対策を図ること。

8.  教職員の労働環境改善と、担い手不足解消に向けた人材確保について
全国的に教職員不足が叫ばれ、本県も例外ではない。また国は働き方改革を推進してい

るが、残念ながら教職員の働き方改革はなかなか進んでいない現状がある。

「一人ひとりの子どもと向き合う時間の確保」「教育現場の労働環境改善」など、児童・

生徒だけでなく、教職員も共に安心して学校生活を送ることができる環境構築が必要であ

る。

一方、人材確保については、大学の教員養成の縮小や教員志望学生の減少など、構造的

な要因もあり、教職員の病気休職や産休育休代替の臨時的任用職員の不足は深刻なものと

なっている。

教職員の在校時間等の現状の客観的把握を行い、教育施策の見直しや業務改善を図ると

ともに、教職員の働き方改革を更に推進することによって負担を軽減し、労働環境の改善

と併せ担い手不足解消に向けた人材確保の具体的施策を図ること。
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常任委員会別要望

総務政策

1.  新型コロナウイルス感染症対策事業等への財政措置について　
新型コロナウイルス感染症の収束の先行きが見えない中で、原油価格や物価の高騰など

も加わり、今後も地域住民が活用できる消費喚起への支援と、特定の企業・業種へ偏ること

のない支援策の創出や地元観光業のためのマイクロツーリズム（県内移動）に対する支援メ

ニューの拡充、公共交通事業の継続のために必要な支援策や物価高騰対策などに係る行政

需要が益々高まることが予想される。臨時交付金の継続交付はもとより、地方自治体の実情

に応じて柔軟に対応することが可能な財政措置について、積極的に国に働きかけること。

2.  再委託等の透明性の向上に向けた取組について　
我が会派の指摘や提案などを踏まえ、実態調査を行い、ルールの明確化などの取組を整

理したことについて一定の評価をするものの、県として、県民の皆様の税金がどのように

使われているのかをはっきりと示していくこと、そして、県民の皆様の個人情報が適切に

取り扱われていることが重要であるので、今後は、指定管理者や地方独立行政法人を含め

て、共通のルールを実効性のあるものにし、県民の皆様への説明責任をしっかり果たし、

再委託等の問題が再び起こることがないようにすること。

3.  特別自治市構想について
特別自治市構想に関しては、県の考えや、構想のメリット・デメリットも含めて、県民

や市町村にしっかりと「見える化」することが必要である。その上で、広域自治体である

県としては、構想実現により大きな影響を受けることが懸念され、他の市町村の意見を聞

いていく必要があるため、速やかに政令市以外の市町村に対し特別自治市構想に関する調

査を実施すること。

4.  日米地位協定の改定などの米軍基地について　
県内米軍基地の整理・縮小・早期返還、日米地位協定の見直し、厚木基地における航空

機騒音の解消等について、引き続き神奈川県基地関係県市連絡協議会の構成自治体及び関

係自治体との連携を進め、基地周辺住民の不安解消を目指し、安全で快適な生活を送れる

よう国に要請し、新型コロナウイルスなど感染症対策での米軍人等への国内と同等の対策

実施は、県民の健康を守るために切実な課題であることから、国に対して確実な改善を求

め、状況に応じて、県から直接現地米軍責任者に徹底を申し入れること。
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今後も、県民からのモバイルからのアクセスという視点を加味した上で、各取組を推し

進めること。

5.  行政手続オンライン利用の促進について
行政手続のオンライン化については、年々着実に手続数が増えており、個別の課題を解

決しながら継続して取組を進めていくことは承知しているが、行政手続のオンライン化は、

それ自体が目的ではなく、大切なのは県民にいかに利用してもらうかが重要である。様々

なアプローチで県民への周知・広報を行い、利用促進に取り組んでいく必要があるため、

行政手続のオンライン化と、その利用促進の取組の両輪をしっかりと推進し、特に市町村

で受付をしている県所管の行政手続について、オンライン化が可能な手続きの整理などを

早急に行った上で、可能な限り多くの手続きにおいて、県の責務としてオンライン申請を

実現すること。

6.  公契約に関する法律の整備について
県は「入札・契約制度の見直し」、「一般業務委託の積算等のルール化」、「公契約条例制

定自治体の運用状況調査」、「賃金実態調査」の継続に取り組み、公契約に関してどのよう

に進めるべきか検討し、県が締結する業務委託契約書に「労働関係法規の遵守」条項を盛

り込んでいることは承知している。しかしながら、公共工事等に従事する労働者の確保が

困難になっており、入札に参加しようとする事業者が減る一要因となっている。ダンピン

グ防止による地域建設業の担い手確保、労働者の労働環境整備、公共工事の品質確保、適

正な入札事務の執行及び事業の質の向上を図るため、公共工事等の公契約に関する条例の

整備を速やかに講じること。

7.  ナッジの活用について　
行政におけるナッジの活用は、予算をかけずに効果を生み出しうるものであり、積極的

に活用すべきと考える。効果に関し因果関係の証明ができれば最善だが、ナッジだけの効

果か否かの判断が難しいと承知しているので、まずは事例を数多く作り出しナッジの活用

の浸透を図るとともに、県有施設はもとより、県内自治体で幅広く活用し好事例を積み上

げること。

8.  県有知的財産の利活用等について
県試験研究機関の研究成果について県民に分かりやすい広報を行い、研究の成果が県民

へ収入として還元されるよう、特許など知的財産の創出と保護及び活用を進められる人員

体制を強化すること。及び事業の質の向上を図ること。
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防災警察

1.  帰宅困難者対策について
多くの県民が都内に通勤していることに鑑み、帰宅困難者対策について東京都と本県な

どの都道府県の関係機関相互の連携のあり方について更に進めるため、具体的な議論を始

めること。

2.  大規模災害時の官官、官民、民民連携の更なる促進について
本県が災害時に協力協定を結んでいる団体と、あらかじめ官官、官民、民民での通信連

絡、対応行動に即した災害訓練を行うことにより、実際の災害時に効果的な対応が可能に

なると考える。

災害協定を結んでいる団体と通信連絡、対応行動に即した災害訓練はビッグレスキュー

かながわにおいてそれらの団体が参加していることは承知しているが、より多くの団体が

参加するよう積極的に働きかけること。

3.  消防団員の確保の支援策について
県内各地の消防団員の担い手が減少していることから、各種メディア・ＳＮＳ等を活用

したＰＲで消防団への入団並びに活動への参加を促す取組を行っていることは評価する。

一方で、静岡県や岐阜県で取り組んでいる、消防団員の確保と活動の充実を図るため、

一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する制度や過疎地域の消

防団員の確保に貢献した事業者に対し報奨金を交付する岐阜県の「消防団員雇用貢献企業

報奨金制度」などを調査・検討することに加え、県制度融資信用保証料割引、入札参加資

格の加点、総合評価落札方式の加点など、企業のインセンティブが働くような具体的施策

の実現に向け取り組むこと。 

4.  消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）の水平展開
高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった方々の消費者被害を防ぐた

め、市町村や地域の関係者が連携して見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会（見守

りネットワーク）は現在、鎌倉市のみで協議会を設置し消費者保護に取り組んでいるが、

この取 組を県内に水平展開をすること。

5.  災害激甚化時代における機関連携した広域避難の取組について
一級河川氾濫や大地震発生などの大規模災害発災時においては、他都道府県の自治体へ

の避難が適切な場合も考えられる。
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そこで、県があらかじめ県内市町村と「避難所の相互利用」に関する協定を県と 33 市

町村とで包括的に協定を結ぶことや、他都道府県の自治体とも「避難所の相互利用」に関

する協定を県が指導力を発揮して結ぶことにより、より県民が避難しやすくなる調整をあ

らかじめ行うなど自治体間での協議を促進すること。

6.  特殊詐欺犯罪抑止対策の更なる強化について
令和 3 年の県内の特殊詐欺発生件数は 1,461 件、被害額は 25 億 8,400 万円であり、被

害金額、認知件数とも減少しているが、依然として高齢者の被害が続いている。

金融機関、宅配事業者、コンビニエンスストア等と連携した被害の未然防止、押収名簿

を活用した注意喚起などにより踏み込んだ被害防止対策に積極的に取り組むこと。

7.  インフラ整備におけるバリアフリー化の促進
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）により、

日常生活で利用する施設を広く対象に生活空間全体におけるバリアフリー化が求められて

いる。また、急速な高齢化社会への進展とノーマライゼーションの思想から、高齢者や身

体障がい者等の自立した生活が保障されるインフラ整備が重要である。

そのため、高齢者や視覚障がい者の方々に配慮した信号の補助装置であるＬＥＤ付音響

装置や横断歩道を利用する視覚障がい者の安全性及び利便性を向上させるための横断歩道

であるエスコートゾーンの増設に取り組むこと。

8.  生活道路における安全対策について
生活道路における安全対策として、地域住民の歩行の安全を確保するため、自動車の速

度抑制及び事故発生防止として移動式（可搬式）オービスの積極的導入や横断歩道におけ

る音響信号機の設置及び設置要件の緩和をすること。

国際文化観光・スポーツ

1.  文化振興の財政支援について
コロナ禍においても文化芸術活動を継続していくためには、団体等の維持に適切な「財

政支援」が重要である。

県は、今年度から「マグカル展開促進補助金」を創設し、支援を行っているところであ
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るが、多くの団体から申込みがあり今年度補助を受けられなかった団体等が多数ある。こ

うした状況に対処するために「マグカル展開促進補助金」事業を継続し、予算の拡大を図

ること。

2.  文化振興の活動の場の支援について
コロナ禍においても文化芸術活動を継続していくためには、団体等の維持に適切な「財

政支援」に加えて、「活動の場」の確保も重要である。

県は、県庁前日本大通りを舞台に音楽、ダンス等を自由に発表できる開放的な空間であ

る「マグカル開放区」や、オンライン上で文化芸術オールジャンルの動画を募集し配信す

る「バーチャル開放区」のほか、県立青少年センタースタジオ HIKARI 及びかながわアー

トホールの会場・設備・備品を無償で提供する「マグカルシアター」を引き続き実施し、

文化芸術活動の場を確保すること。

3.  ポストコロナ時代のスポーツライフのあり方について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、スポーツを取り巻く環境も厳しい状況に置

かれているが、今後はポストコロナの時代を見据えたスポーツライフのあり方を目指す必

要がある。

県においては、藤沢にある「県立スポーツセンター」をはじめとする県立スポーツ施設

において、新型コロナウイルス感染拡大防止策も含め、利用者の安全・安心により一層配

慮した運営、施設の適正な利用によるまちの賑わいの創出・地域交流の創出へとつながる

スポーツ施策の展開を図ること。

4.  新たな観光資源開発への支援について
横浜、鎌倉、湘南、箱根といった全国的に有名な観光スポットのほかにも、県内には、

丹沢大山国定公園の自然環境、三浦地域の豊富な食材など、高いポテンシャルを持つ観光

資源が存在する。

更なる観光戦略を推進し、より多くの観光客を誘致するため、新たな観光資源の開発に

取り組もうとする企業や市町村に対し、その動きを促進・加速させることができるよう、

様々な許認可権限と高い調整能力を持つ、県の幅広い支援を行うこと。

5.  私立中学校の生徒のスポーツに親しむことができる機会の確保について
スポーツ庁の有識者会議は、2022 年 6 月 6日、公立中学校の運動部活動について、2023

年度から 2025 年度末までの 3 年間をめどに、休日の運動部活動から段階的に地域移行す

るように提言した。これは、少子化や教師の業務負担等を背景に学校の運動部活動では支

9
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えきれなくなっている中学生等のスポーツ環境について、学校単位から地域単位の活動に

変えていくことで、少子化の中でも子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる

機会を確保することを目的とする。

かかる状況は私立中学校においても同様と考えられるとともに、当該提言は私立中学校

に対しても何らかの影響を及ぼすと考えられる。

本県においては、私立中学校の生徒が、引き続きスポーツに親しむことができる機会の

確保に努めること。

6.  拉致問題を風化させない為の取組について
1970 年代から 1980 年代にかけて、北朝鮮による日本人拉致が発生し、謝罪及び再発防

止の約束はあるものの、現在に至るまで解決できていない状況である。これまで日本国政

府は北朝鮮に対して誠実な対応を求めてきており、認定されている拉致被害者 17 名のう

ち 5名の帰国が実現したが、残りの被害者の帰国も待ったなしで求められるところである。

本県では、拉致問題の風化を防ぐべく、取組を行っており、県議会でも年 1回の街頭活

動を通じて、普及啓発活動を行っている。

引き続き、外交課題として県民に周知啓発活動を行いつつ、県としても被害者の帰国を

実現させるために、あらゆる分野において協力を惜しまないこと。

7.  国際社会への貢献について
2022 年 2 月下旬からロシアによるウクライナへの侵攻が発生し、本県でもウクライナ

避難民の受け入れを行っている。東アジア地域に目を向けると、台湾海峡の緊迫度が増し

てきており、国家としての役割はもちろんのこと、有事の際の避難民の受け入れは、国際

社会の一員として本県に求められている重要な役割の 1つである。

ウクライナ情勢は未だに予断を許さない中、避難民の受け入れは長期化することも想定

され、引き続きのきめ細かな対応を行うと同時に、行政としての経験を活かし、同様の事

象が発生した際にいち早く体制が構築できるようにすること。

環境農政

1.  物価高騰にかかわる農林水産業への支援について
国際的な物価高騰をうけ、農林水産業における資材等の高騰が生じていることから、燃

油や肥料等の資材に対して県として支援を行っているところである。こうした物価高にか
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かわる問題に関しては、今後更に拡大することも予測され、価格転嫁も容易ではないこと

から、価格の動向を見極めつつ、すでに措置された補助金支援の継続・拡充を検討する必

要がある。

その上で、状況の長期化もありうるとの視点に立ち、これを契機として、燃油のような

価格高騰対策の制度が存在しない肥料等に関しても、価格高騰の影響を緩和する仕組みを

設けるなど、現行制度の課題を点検したうえ、中長期的な視点に立った持続的な農林水産

業の展開にむけた対策を行うこと。

2.  プラスチックごみ・プラスチックを含む海洋ごみ対策について
プラスチックごみによる海洋汚染問題への対応として、「神奈川県廃棄物の不適正処理

の防止等に関する条例」の一部を改正し、県・事業者・県民が一体となったクリーン活動

の推進等を条例化した点は評価できる。

海洋汚染の原因とされる河川から流出するプラスチックを含む海洋ごみに関しては、自

然災害の多発に伴い沿岸域に流出した流木やゴミ等が、漁具の破損や漁船の航行障害など

漁業操業への影響を与えるほか、これらが海底に沈み、漁場の荒廃にもつながるなど、漁

業への影響が大きくなってきているとの指摘もある。

SDGs 未来都市として、本県の河川から沿岸あるいは県外に流出するプラスチックを含

む海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）に関して、近隣都県と連携し、トレーサビリティ

の確立を目指すなど、全国に先駆けた対策に取り組むこと。

3.  農業における新たな担い手への支援について
持続可能な農業生産の確立にむけ、新たな担い手育成のための新制度として、令和４年

度に措置された「新規就農者育成総合対策」には期待が大きい。本事業は、あらたに就農

する際、経営開始にあたる資金交付として、1,000 万円を上限として国と県が支援するも

のであるが、国と県と生産者が２：１：１の割合を基本に費用負担する制度とされており、

就農者にも応分の負担を求めるものとなっている。

新たな担い手の就農をさらに促進していくために、就農者の負担割合をさらに引き下げて

いくことが必要との観点から、県として市町村とも連携し、生産者の負担を減らす補助制度

など取組を進めること。併せて国の「みどりの食料システム戦略」において示された有機農

業推進の方針を踏まえ、有機農業に取り組む担い手の育成にも一層注力し取り組むこと。

4.  頻発する自然災害に起因する農地の災害復旧支援について
気候変動に起因すると考えられる記録的な豪雨等、自然災害の頻発化・激化にともな 

い、農地の崩落と土砂流入、さらにはその土砂が人家にまで及ぶといった被害が多発して

きている。
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これまで、こうした農地被害に関しては、国の農地災等の活用を図るほか、市町村にお

いて独自の補助をするなど対策を講じられてきたところであるが、近年大規模な自然災害

が毎年のように発生することから、県としてもこうした自然災害に起因する農地の被害と

復旧に関しても、一義的に地権者の責任とするのではなく、気候変動の影響などを踏まえ、

対策の在り方を抜本的に再検討していくべきである。

現在、農地の災害復旧に関して県独自の補助事業はないが、被災した生産者に迅速な支

援が実施できるよう、技術的支援にとどまらない支援策を講じていくとともに、国に対し

ても支援の拡充を求めていくこと。

5.  持続可能なかながわ畜産業への変革について
近年における豚熱の流行、および本年に入ってからの飼料価格の高騰等により、畜産に

取り組む生産者は厳しい経営環境におかれている。経営存続の危機に直面する畜産農家に

対し、短期的には物価高騰にかかわる支援を行うことは極めて重要であるが、同時に輸入

飼料に過度に依存したあり方を見直すなど、県として持続的な県内畜産業の確立を目指し

ていく必要がある。

中長期的に畜産業を持続可能な産業としていくためには、市場の求める SDGs に配慮

した畜産展開が不可欠である。畜産資源の地域循環をもたらすエコフィードの県内での確

立をさらに進めるとともに、輸入の配合飼料に依存しない畜産のためインセンティブとな

りうる、自給飼料を自ら確保する生産者に対する支援制度を設けるなど、持続可能な（サ

ステナブルな）かながわ畜産業への変革を、畜産業者・団体と協力し進めていくこと。

6.  持続可能なかながわ水産業に向けた取り組み強化ついて
気候変動への適応、水産資源の回復、担い手の確保をはじめ、持続可能な水産業の確立

の観点から、本県の水産業が多くの課題を有していることは明らかである。

水産資源の回復に関しては、「資源管理方針」に基づいた資源管理を効果的に進めるた

めに、漁業者と共通認識の形成が核となることから、県として将来にわたり継続的水産業

を支えていく姿勢をあらためて示し、漁業者の一層の理解を促進すること。沿岸域での磯

焼け対策としては、市町村と連携した取組を進めること。

7.  SDGs・2050 年脱炭素化達成に向けた林業・水源環境保全の推進に 
    ついて
本県が平成 19 年度から全国に先駆けて進めてきた、かながわ水源環境保全・再生施策

大綱は、令和８年度で終期を迎える。SDGs の観点からも、また 2050 年脱炭素化の実現

の観点からも、未来に向けて、水源林をはじめとした水源環境保全・再生施策の発展的継

続と水源地域が担う水質保全の取組への支援拡充が求められる。
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水源環境保全税の継続により、着実な森林保全を進めるとともに、林業振興の観点から

県産の木材を有効活用するための体制構築や、公共建築の木造化の推進、県内森林の吸収

源としての機能向上をはかること。

厚生

1.  新型コロナウイルス感染症第7波の対応について
新型コロナウイルス感染症第 7波の到来以前より、本県は自主療養を県民に求めてきた。

このことは抗原検査キットが県民にいきわたっていることが前提になる。

県が無料で抗原検査キットを配布したことは一定の評価するところだが、一部混乱が

あったことは否定できない。また重症化率が低いとはいえ、病床もひっ迫していた。

今後は、感染拡大の有無にかかわらず抗原検査キットを必要とする県民の元に届ける体

制の構築すること、また引き続き必要な病床確保に注力すること

2.  「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に伴う体制と施策に 
    ついて
困難な問題を抱える女性を支援するための新法（議員立法）では、目的や基本理念に「女

性の福祉の増進」や「人権の尊重・擁護」などが明記され、支援のために必要な施策の実

施を国・自治体の責務としているが、県としての計画策定や事業展開にむけた準備がいま

だ見えてこない。

婦人相談所を女性相談支援センター、婦人保護施設を女性自立支援施設とする名称変更、

国の方針を待つ間に県としての実態把握、関係部局・NPO はじめ支援団体との連携に向け

て協議会等恒常的な連携・協議の場など、県内の支援機関の洗い出し、国からの説明・情

報を収集し、必要な施策に即応できる体制構築を進めること。

3.  子ども家庭庁創設にともなう子ども・子育て支援の拡充について
今年 6月 15 日、こども家庭庁を設置する関連法案が可決成立し、令和 5年 4月に発足す 

る。具体的な組織区分は、大きく「企画立案・総合調整部門」、「成育部門」、「支援部門」

の三部門となり、これまで以上の取組に期待ができるが、推進する担当や体制については

不明であり、県の組織も再編・統合・拡充され、整理が必要である。施設に通わない「無

園児」の家庭訪問や困り事把握といったこれまでにない施策等に対して国からの説明・情

報を収集し、県としても必要な施策に即応できる体制構築を進めること。

13
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4.  障がい者施策について
「神奈川県当事者目線の障がい福祉推進条例」を策定する本県にとって、当事者の声を

丁寧に聞き取りながら地域移行を円滑に進めることが重要である。

障がい者が地域で生活できる環境を整備するため、各サービスや支援活動の拡充に努め

るとともに、専門人材の養成を行い、一層地域資源の充実を図ること。特に、民間支援団

体への支援につとめること。

5.  児童虐待の防止について
虐待の通報は義務であり、認知件数の増によって未然予防、早期発見・早期対応、再発

防止につとめるともに、その対応についても強化しなければならない。

増え続ける児童虐待に対応するため、児童虐待に対応する専門人材の確保・増員に努め

た上、車内放置なども含めたネグレクトに対して県民がいち早く虐待の通報をしていただ

けるよう市町村や関係団体とも連携し、本県としても情報発信等の対応を強化すること。

6.  医療提供体制の充実について
コロナ禍においても、夜間・救急の医療提供体制がひっ迫することのないよう、基準病

床数や今後の必要病床数に照らして不足している地域については医療提供体制を早急に整

えなければならない。今後は地域包括ケア病棟や回復期リハ病棟といわれる回復期の病床

のニーズが高まっていくため拡充が求められる。

特に、地域包括ケアシステムの構築においては在宅医療の提供体制も欠かせないため、在

宅医療を担う人材確保や医療資源偏在の解消について、市町村とも連携し着実に取り組むこと。

7.  生活困窮者への支援体制の強化について
本県は令和 3 年 11 月に「神奈川県生活困窮者対策推進本部」を設置し NPO や企業と連

携した共助の取組を推進しているが、同時に住民間の支え合いが十分に機能することも求

められる。共生社会実現に向けた公民連携ネットワークの推進として、地域包括支援セン

ターを核として障害、母子保健・成人保健の機能を統合し、多世代型地域包括支援センター

の設置や住民からの相談に適切に対応できるよう、民生委員のための公民連携ネットワー

ク事業を推進するなど、一人ひとりへ支援が行き届く体制を強化すること。

8.  介護・高齢者福祉の充実について
本県は令和 3年 3月に「かながわ高齢者保健福祉計画」を改訂し、地域包括ケアシステ

ムを推進してはいるが、地域包括支援センターや認知症疾患医療センターそのものの存在

を知らない住民も多い。更なる周知を行い、介護が必要になっても、住み慣れた地域や住
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まいで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう施策や環境を整え、新たな介護の課

題として団塊ジュニア世代のダブルケア問題や「ヤングケアラー」・「若者ケアラー」な 

ど、介護に関する実態調査を行い、支援が必要と考えられる方には行政から積極的に働き

かける「プッシュ型」の支援に取り組むこと。

9.  小児医療費助成制度の創設・充実について
子育てにおける親の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み、育てることがで

きるよう国の制度として小児医療費助成制度創設の国への働きかけ、小児医療費助成事業

について緊急財政対策等による補助金の廃止、減額をすることなく、県の補助率の引き上

げ、対象者の一部負担金を撤廃し、補助対象者を義務教育に就学する児童生徒まで拡大し、

補助基準について、将来に渡り財政力の弱い自治体への負担軽減に資する補助制度となる

よう、社会情勢の変化を踏まえた基準の見直しなどを行うこと。

10.  保育士の確保及び処遇改善について
国は令和 4 年 2 月から保育士の収入を 3％程度引き上げる処遇改善を実施したが、保育

所への国庫補助は配置基準の人数分のみの交付であり、依然として保育士の給与は、他の

業種と比較して低いため、保育の安定的な提供と民間保育所の保育士の確保により更なる

待機児童対策のため、県独自の補助制度創設により、給与増額に要する経費を独自に補助

すること。

また、今後も見込まれる保育士不足の抜本的な解決に向け、保育士の人数を総体的に増

やす策を早急に講じるよう国に働きかけ、県においては、処遇の改善や、子ども・子育て

支援法に基づく保育対策協議会による保育士需給の調整など、県域内の人材の確保などに

向けた積極的な取組を進めること。

産業労働

1.  中小企業・小規模企業支援について
令和 2年度に、新型コロナの感染拡大による中小企業支援として、民間金融機関を通じ

た「実質無利子」「無担保」融資、いわゆる「ゼロゼロ融資」が行われた。この「ゼロゼ

ロ融資」の利子免除期間は 3年であり、最も早く借り入れた事業者では、令和 5年 5月か

ら利子の支払いが発生することになる。しかし、長期化するコロナ禍において、今も売り

上げがコロナ以前に戻らない企業も多い。
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金融業界や中小企業の団体、弁護士の代表などが新たなガイドラインを作成し、中小企

業の返済猶予や減免などに柔軟に応じ事業再生を支援する動きがある。本県としても、出

口戦略を見据えながら、中小企業・小規模企業に対し、伴走支援、経営改善支援など支援

体制を強化すること。

2.  企業誘致について
本県ではセレクト神奈川 NEXT による企業誘致を促進し、一定の成果をあげている。し

かし、その政策の中心は、個々の企業に対する補助金等の経済的インセンティブ付与であ

り普遍性に乏しい。

普遍性を高めるには、産業活性化のためのインフラ・環境整備等、企業にとっての事業

環境の魅力向上が有効である。

既存の事業環境の魅力を企業に伝えるのみならず、企業が求める事業環境を分析し、魅

力ある事業環境の構築に一層力をいれ、より普遍的なインセンティブによって企業誘致を

促進すること。

3.  再生可能エネルギーの導入や省エネ対策の促進について
2050 年までの脱炭素社会の実現に向け、本県でも「経済と環境の好循環」をつくって

いく産業政策（グリーン成長戦略）を示していかなければならない。国の動向を見据えて、

太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や省エネルギー対策の促進に取り組むこと。

また、今後進化する様々な再生可能エネルギー、省エネルギー対策、蓄電技術や環境の

動向を把握し、的確な政策に適時更新していくこと。

4.  DX推進について
AI、IoT、ICT などの活用による社会的課題の解決や産業競争力の向上に向けて民間

企業などにおける研究開発や設備投資が更に求められることから、特に中小企業における

DX 推進施策を強化すること。

また、デジタル技術を活用して仕事を進めるためのスキルや IT リテラシーの向上に向

け、人材育成のための支援を充実させること。

5.  ハラスメントについて
セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、パワー・ハラスメントなど

あらゆるハラスメントの根絶に向け、職場・地域における対策の充実を図ること。

あわせて、あらゆる職種・職域におけるハラスメントについて当事者が安心して相談で

きる環境を整備するとともに、職場環境の改善と人材の育成を計画的に行うよう指導を 
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徹底すること。

6.  働き方改革について
男女がともに仕事と生活の調和を実現するためには、働き方を見直し、男性も含めた労

働時間の短縮や、仕事と育児や介護等の両立支援に向けた環境整備が不可欠である。

男性の積極的な育休取得を促進し、妊娠・出産や育児などを経ながら男女がともに就業

継続できる環境の整備に向けて、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法等の周知・徹底

とともに、企業における両立支援制度等の充実、働き方の見直しを含めたワーク・ライフ・

バランスの取組の促進・支援など、施策の拡充を図ること。

7.  コロナ下の雇用について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、業況が悪化している業種で働く労

働者やパート・有期・派遣で働く労働者などの雇用が脅かされている。不合理な解雇等を

防止する観点からも、労働関係法令を周知するとともに、雇用維持のための対応を引き続

き徹底させること。

また、若者の雇用・就労の状況も、コロナ禍の影響を大きく受けている。新たな就職氷

河期世代を生じさせないためにも若年者雇用対策の強化に取り組むこと。

建設・企業

1.  公共工事の発注について
公共工事の発注の際には、透明性・公平性の担保をはかるとともに、県内事業者、特に

中小企業の参入を促進するようつとめ、分離発注についても、更に精査し拡大すること。

また、PFI を導入する場合には、品質確保の観点からも、単なるコストダウンになら

ぬよう評価を考慮するとともに、地域経済活性化を図るため県内企業の参画促進にも配慮

すること。

2.  公共工事における働き方のあり方について
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（建設職人基本法）に基づき、

引き続き、公共工事においては、1 日 8 時間・週 40 時間就労を基準として、週休 2 日工

事の推進、適正な工期・積算数量等の設定を徹底すること。
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また、労務費その他の係数補正を更に拡大するとともに、県内の建設業者が行う民間工

事についても、円滑に制度の遵守がはかられるよう周知指導を徹底すること。

更に、公共工事は公契約であるという認識に立ち、そこで従事する労働者の適正な賃金

と労働条件が担保されるよう、適切な対応をはかること。

3.  適正な残土処理のための規制の強化について
近年、局所的な豪雨が頻発している中で、令和 3年 7月に熱海市で発生した大規模な土

石流災害では、計画以上の盛り土と産業廃棄物が混入されるなど、不適切な行為によって、

甚大な被害が発生した。これを受け、令和 4年 5月に「宅地造成及び特定盛土等規制法」

が公布、また、県では、関係機関の連携体制の強化として「盛土対策連絡会議」が設置された。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」を円滑に執行するため、宅地造成等工事規制区域や

特定盛土等規制区域の指定にあたっては、市町村と連携して対応するなど、「盛土対策連

絡会議」による県、県警察、市町村県が連携・協力体制を着実に構築し、県民の命を守る

立場で、盛土工事への指導に係る取組を強化すること。

4.  養浜対策の推進について
平成 23 年に策定された相模湾沿岸海岸侵食対策計画は、より地域の実情に合った計画

にするため、有識者、漁業関係者や地元の皆様の意見をふまえ、令和 3年 3月に改定して

いることは承知をしている。しかし、近年の頻発する台風等の影響を受け、計画に基づい

た県の養浜対策では効果が得られず、住民からもその効果に疑問の声が上がっている地域

も少なくない。

将来に渡り「美しいなぎさの継承」を図るため、現状の養浜対策の効果を「見える化」し、

効果が少ない地域においては、侵食対策計画の見直しを行うこと。

また、事業の推進に当たっては、地元との調整や情報共有、周辺環境への影響に留意し、

効果的な養浜対策を着実に実施すること。

5.  持続可能な公共交通の確保について
人口減少に伴う路線バスの減便や高齢化により、県民生活の質を維持するための公共交

通確保策が求められている。

現在、コミュニティーバスについては、国の交付金に神奈川県生活交通確保維持費補助

金による支援を行っているが、社会情勢を鑑み交通不便地域にとどまらず、超高齢社会等

へ対応した公共交通の維持が行えるよう、要件の拡大を行うこと。

また、複数市町村に跨がる路線バスへの支援については、今後も確実かつ円滑に補助が

受けられるために、地域公共交通計画の作成及び補助系統等の位置付けに関しては、個々

の自治体の計画に委ねるのではなく、県が広域的な計画を作成し、国庫補助の計画認定手
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続きにおいても、従前どおり主体的な役割を果たすこと。

6.  気候変動に対応した水害対策の推進について
気候変動による降水量の増大や水害の激甚化・頻発化など、今後、懸念される水災害の

リスクの増大に備えるため、県内 14 流域治水協議会が立ち上がっている。国、県、市町

村、そして流域に関わるあらゆる関係者と連携し、流域治水を計画的に推進していくこと

で、「流域治水」という考えを県民・市民に広く周知すること。

また、市町村からは河川に堆積した土砂の撤去について多く要望が寄せられていること

から、引き続き、堆積土砂の撤去に関し緊急性の高いところから取り組むとともに、国の

「緊急浚渫推進事業」を更に活用し早急に取組を進めること。

7.  空き家対策の推進について
県内約 48 万戸におよぶとされる本県の空き家を解消していくためには、空き家対策は

喫緊の課題である。空き家対策は市町村と連携しながら取り組まなければならないが、「空

き家」の定義が統一されたものがなく、空き家バンクの有無や支援策のメニューは市町村

によって様々である。県全体で空き家対策を推進していくために、県と市町村で構成する

協議会などを作り、市町村の取組、進捗具合を把握し、情報の共有を図るなど、各自治体

の空き家対策が進むよう、県として積極的な支援を行うこと。

8.  将来に渡って持続可能な水道の実現について
従来、課題となっている水道施設の老朽化対策、耐震化等の取組には、多額の費用がか

かるが、人口減による水道料金収入の減少などに加え、資材価格の高騰などにより工事費

用の増大が懸念されるが、事業の進展に遅れが生じてはならない。令和 5年度は神奈川県

営水道事業経営計画の最終年度にあたるため、「将来に渡って持続可能な水道」の実現に

向け、事業計画を確実に推進するよう取り組むこと。

文教

1.  学校と社会の連携・協働による「社会に開かれた教育課程」の積極的
　 推進について
これからの時代を生きていくために必要な力とは何かを学校と社会が共有し、それに
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よって児童・生徒たちをともに育むため、社会の変化を柔軟に受け止め、教育に取り入れ

ていく「社会に開かれた教育課程」を推進する必要がある。

そのためには、教科等の学習の意義を再確認しながらも、教科等または学校段階相互の

関係を繋いでいくことで、教科等における学習の成果を「何を知っているか」から「何が

できるようになるか」まで発展させることが必要であると考える。

これまで以上に学校教育は、社会との連携・協働を意識し、「社会に開かれた教育課程」

の積極的推進を図っていくこと。

2.  新時代の高等学校教育に向けた取組と生徒に対する支援の充実について
2022 年度から始まる学習指導要領にあわせて、高等学校教育の在り方が大きく変わる

とともに、成年年齢が 18 歳に引き下げられたことに伴い、主権者教育の充実等も一層求

められている。

また「高大接続改革」の視点からは、高校卒業後の生徒の成長を見据えていく必要もあ

り、高等学校では、これまで以上に学習意欲を喚起し、可能性及び能力を最大限に伸ばす

ための教育への転換が不可欠である。

県教育委員会において各学校の存在意義や社会的役割、目指すべき学校像を「スクール・

ミッション」として再定義し、それを受け、各高等学校においては、教育活動の指針とし

て「スクール・ポリシー」を明確に定め、これまで以上に、教育活動の継続性を担保し、

個別最適な学びと協働的な学びを実現し、変化の激しい新時代に対応した高等学校教育を

実現すること。

3.  新時代の特別支援教育に向けた取組と児童・生徒に対する支援の充実に
    ついて
障害者権利条約批准に基づく障害者基本法、さらには障害者差別解消法等の関連法改正

が進み、インクルーシブ教育の理念を踏まえた取組が進んでいる。

こうした中で、特別支援学校への入学希望者は増加傾向にあることから、これまで以上

に、一人ひとりの児童・生徒に寄り添った、連続性のある多様な学びの場の充実、整備を

着実に進める必要がある。

新時代の特別支援教育に向けた取組として、乳幼児期から学齢期、社会参加までの切れ

目のない支援をすべての保護者が受けられるよう、支援体制の整備を改めて見直すととも

に、キャリア教育の実現を図るため、関係機関との連携を強化し、これまで以上に質の向

上をはじめとする支援の充実を図ること。

4.  「ともに生きる社会」を実現する教育の推進について
県は「ともに生きる社会」の実現のために、教育を受ける一人ひとりの多様性を認め、
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受け止める体制を構築し、インクルーシブ教育の推進に取り組む必要がある。

具体的には、インクルーシブ教育実践推進校に対して、学年進行に伴う実態に応じた必

要な加配を行うこと。また、肢体不自由、医療的ケアの必要な児童・生徒が在籍する学校

に対し、県独自の財政措置を講じてでも、早期に課題解決に向けて取組を強化すること。

日本語の理解に困難がある児童・生徒への支援を拡充するために、学校の実情を踏ま 

え、支援に必要な十分な加配を行うこと。

特に日本語学習の支援や通訳派遣に係る支援については予算の拡充を図ること。

全日制における「在県外国人等特別募集」について、地域のバランスに鑑み、設置校の

拡充を図ること。

5.  「GIGAスクール構想」の着実な推進について
国の GIGA スクール構想を受けて、県内でも生徒 1 人 1 台端末の導入がコロナ禍の対応

策と相まって加速化された。校内の整備が十分でないままに、進んだ導入に伴う現場負担

の状況や生徒への影響、教育活動への影響等を早急に検証すること。校務の ICT 化につい

ても全校に対して技術的なサポートを行う支援体制を整備し、全校に端末及び周辺機器の

管理等を行うスタッフも配置すること。

GIGA スクール構想の実現に向けて、現場の声に寄り添い、現場の課題に可及的速やか

に取り組み、着実な推進を図ること。

6.  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拡充及び
　 スクールロイヤー制度の導入について
学校では、いじめ、暴力の問題、不登校をはじめ、近年ではヤングケアラー問題など、

児童生徒を取り巻く環境に応じた適切な対応が求められている。

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にも単独配置し、多様な支援方

法を用いて課題解決への対応を図っていく人材であるスクールソーシャルワーカーを全校

配置し、いじめや虐待、学校内での事故、保護者からの過剰な要求など、学校内で生じる

法的な問題を解決するスクールロイヤーを導入する自治体を支援すること。

7.  外国語教育の効果的な推進による国際社会で活躍できる人材育成に
　 ついて
外国語によるコミュニケーションの能力の向上を通して、国際社会で活躍できる人材の

育成に貢献できるよう外国語教育の充実を確実に推進することは重要であることから、学

習指導要領に基づく外国語教育について、英語専科担当教員あるいは民間の英語教育指導

者及び外国語指導助手（ALT）の配置に財政上の支援を行うこと。
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8.  学校におけるセクハラ行為の根絶について
県教育委員会では、児童・生徒の人格形成に大きな役割を担っている「学校」での、セ

クシュアル・ハラスメント行為の根絶に努めているとはいえ、昨年度のセクハラアンケー

トによると、県立学校での、セクハラ被害の訴えが増加した。

セクハラに係るアンケート調査結果を踏まえた取組の一環として、教職員の研修の充実

を徹底的にすすめること。それにより安心して学校生活が送れる環境をつくること。

さらに、生徒にも、デート DV を含めた人権教育をすすめること。
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地域要望

横須賀市

1.  保育料多子軽減の拡充について
満 3歳未満保育認定子どもの保育料多子軽減について、多子世帯の経済的負担を軽減し、

安心して第 2子、第 3子を産み育てられる環境を整えるため、兄姉の年齢や利用施設にか

かわらず、すべての多子世帯に適用するよう国に働きかけること。

2.  国民健康保険の国庫負担減額措置の撤廃について
自治体が独自で医療費助成を実施する場合の国民健康保険に係る国庫負担金の減額措置

について、未就学児に限らず廃止とするよう国に働きかけること。

3.  急傾斜地崩壊対策の推進について
急傾斜地崩壊危険区域のがけについて、速やかに対策が講じられるよう、国庫補助採択

要件の緩和と、それに伴う財源の確保を行うよう国に働きかけること。

平塚市

1.  脱炭素社会の実現に向けた取組について
地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業の対象となる区域を市が設定する

際、県が定める環境配慮基準に基づくものとされているが、その基準が定められていない

ため、県は早急に環境配慮基準を定め、その際、土石流被害等の地域防災についても配慮

すること。

2.  金目川水系の整備について
金目川水系の河川工事の見える化、河川整備目標に対応できていない箇所の整備予算の

拡大及び早期整備、河内川の護岸改修の早期整備に努めること。

3.  ツインシティ整備計画に定める道路2軸「平塚愛甲石田軸」及び「伊勢 
　  原大神軸」の整備について
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ツインシティ整備計画に定める道路 2軸「平塚愛甲石田軸」及び「伊勢原大神軸」の整

備について、平塚愛甲石田軸の県道 44 号（伊勢原藤沢）から県道 22 号（横浜伊勢原）ま

での区間及び、伊勢原大神軸のツインシティ大神地区から都市計画道路石田小稲葉線まで

の区間（先行区間）を、県道として早期整備を実現し、先行区間以外の区間については、

将来の県道整備を見据えた計画具体化の取組に係る支援をすること。

鎌倉市

1.  藤沢市村岡地区、鎌倉市深沢地区の一体的なまちづくり及びまちづくり 
     のテーマ「ウェルネス」の実現に向けた支援・連携について
藤沢市村岡地区、鎌倉市深沢地区の一体的なまちづくりが、市域をまたがる広域のまち

づくりである点に鑑み、引き続き、広域自治体として主体的に事業をけん引する役割を果

たし、県が進めるヘルスケア・ニューフロンティア政策に資する本市土地区画整理事業区

域に、時限的に県の企業誘致施策に係る資源を集中的に活用すること。

2.  交通渋滞対策について
休日を中心に著しい交通渋滞が発生していることから、交通渋滞解消のため（仮称）鎌

倉ロードプライシングや自律分散型信号制御の導入の必要性を認識しており、道路管理者

である県と交通管理者である県警察本部は、これらの事業実現に向け積極的な連携を一層

強化すること。

3.  生活道路における安全対策について
生活道路における安全対策として、地域住民の歩行の安全を確保するため、自動車の速

度抑制及び事故発生防止として、移動式（可搬式）オービスの積極的導入や、横断歩道に

おける音響信号機の設置及び設置要件の緩和を講じること。

4.  県道の早期事業化、整備促進等について
県道 23 号（原宿六ツ浦）の鎌倉市域部分について、隣接する横浜市と同等の道路整備

を速やかに行うこと。

5.  県道の電線地中化の促進について
本市において無電柱化の実現に向けて、必要となる条例の制定や指針等の策定、神奈川
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県無電柱化推進計画における実施計画箇所及び緊急輸送道路を中心に、無電柱化を計画的

かつ迅速に推進すること。

6.  道路標示の修繕とエスコートゾーンの設置について
道路標示の速やかな修繕に係る予算の確保及びエスコートゾーンの設置を進めること。

藤沢市

1.  津波災害警戒区域内における津波避難対策の強化について
当市沿岸地域は、県から津波災害警戒区域に指定され、津波からの避難場所の拡充を進

めているが、津波災害警戒区域内の県管理地等における海浜利用者や施設利用者等につい

ては、多くの避難者が見込まれるため、県管理地内に津波避難施設の確保を図ること。

2.  森林病害虫防除対策（ナラ枯れ被害）について
ナラ枯れ被害の防除対策の補助金については、対象が森林法第 5条に規定される森林の

みとなっており、補助の対象とならない市有山林が多いことに加え、都市公園においては

補助の対象となっていないため、公園・緑地におけるナラ枯れ被害対策に資するよう既存

の補助制度を拡充するとともに、必要に応じて補助制度を創設するよう国に働きかけるこ

と。

3.  相鉄いずみ野線の延伸について
いずみ野線延伸については、延伸予定地域の沿線におけるまちづくりが先行しているこ

とから、事業の見通しを早期に明らかにすべく、鉄道延伸の検討の深度化について協働し

て取り組むとともに、事業スキームの検討や財政的・技術的支援に関する国への更なる働

きかけについて取り組み、事業化に向けては沿線地域におけるまちづくりの計画を踏まえ

て検討を図ること。

4.  河川の整備促進について
近年頻発している突発的集中豪雨などの気候危機への対策として、特定都市河川（境川・

引地川）及び「かながわの川づくり計画」対象河川（境川・引地川・小出川）の河川改修

事業を実施し、 整備目標を早期に達成すること。
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5.  藤沢駅南口交番の閉鎖期間における防犯体制の維持・強化について
藤沢駅周辺地区再整備事業において、令和 5年度から藤沢駅の南北自由通路拡幅工事や

駅舎改良工事が開始されることに伴い、令和 4年 9月頃から藤沢駅南口交番が一時的に閉

鎖されるが、その期間が約 5年間と長期に渡るため、その間に市民の体感治安が低下しな

いよう、防犯体制の維持・強化を図ること。

小田原市

1.  公立病院の新病院建設及び広域的医療機能に係る支援について
小田原市立病院は、県西部医療圏において、高度急性期・急性期医療を中心とした広域

的な医療を担っている基幹病院であり、医療介護総合確保促進法に基づく県計画に位置づ

け、新病院建設事業費及びその機能維持に係る運営費について、補助の対象として財政措

置を講じると共に、当該補助に係る充填率の引上げを図り、県と県立病院機構、小田原市

立病院との連携協力に係る基本協定に基づく費用負担についても検討を進めること。

2.  漁港等の整備について
小田原漁港特定漁港漁場整備事業の早期完了、及び早川海岸整備に向けた予算を確保し、

円滑な事業の推進を図り、今後の小田原漁港機能強化及び機能増進に当たっては、関連し

て本市が進める公設水産地方卸売市場の再整備の検討に係る協議調整等について、必要な

指導、支援を行うこと。

3.  県道等の早期事業化、整備について
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。

4.  河川の整備について
市内の二級河川については、通水断面を阻害する堆積土砂や繁茂した草木の除去を進め

るなど、適切な維持管理を図り、山王川、森戸川の河川改修事業を加速させること。

5.  海岸等の保全について
小田原海岸の養浜の強化と海岸護岸の嵩上げ等の整備推進を図り、東町の漁港海岸につ

いては、有識者等で構成する検討会を設置し、有効な対策の検討を進めること。
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6.  文化財の保護について
指定文化財保存修理等補助金（県費補助金）については、地方債の起債を前提とした算

定方法では、当市のように文化財を多く抱える市においては起債額が膨大になり、県内市

町村における不均衡が生じる恐れがある。

よって従前のように、総事業費に補助率を乗じた補助額による補助を行うよう、財源を

確保し制度の見直しを行うこと。

茅ケ崎市

1.  個別避難計画作成に係る財政支援について
神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金において、個別避難計画の作成は補助対象

とされているものの、複数事業の 1つであることや補助率など、個別避難計画作成の拡充

につながる直接的な補助金とはなっていないため、国の補助制度が創設されるまでの間に

活用できる県単独の補助スキームを創設すること。

2.  地域生活支援事業に対する国庫負担割合について
地域生活支援事業について、国の定める基準額ではなく、事業費の総額に対して国 2分

の 1、県 4分の 1の補助を行うこと。

3.  河川の整備促進について
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、平成 30 年 7 月に策定された相模川・中津川河川整備計画に基づき、早期整備に

ついて積極的に取り組むよう国に働きかけること。

4.  海岸侵食防止対策の継続・推進について
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、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活用の推進が必要であり、老朽化や砂に埋も

れている竹簀柵等の順次改修や、南西からの飛砂対策としての竹簀柵の新設等、より効果的

な砂浜維持、近年緊急度が高い菱沼海岸での養浜事業拡大も含めて見直された計画に基づ

く養浜の実施、漁業に支障の出ない部材において、緊急的かつ計画的な対策を実施すること。
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5.  国道134号の海岸側歩道の維持管理について
国道 134 号の海岸側歩道について、地域住民の通行時の安全性が確保されるよう、県に

おいても積極的な取組を行うこと。

逗子市

1.  土砂災害特別警戒区域のハード対策の推進について
砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業等におけるハード対策の更なる推進を図ること。

2.  急傾斜地崩壊対策の推進について
急傾斜地崩壊防止工事の要望区域内に不在地主がいる場合、土地所有者の承諾を得られ

ないことから、工事施工が不可能となるケースがあるため、土地所有者の承諾について、

一定の条件を緩和、及び、要望区域内に公共用地が含まれる場合においても同様に採択す

ること。

3.  交通円滑化と利便性向上について
道路利用者の安全安心の歩行空間の確保のため、県道 205 号にある金沢新道踏切を改良

すること。

4.  県道等の早期事業化、整備について
県道金沢逗子線の歩道拡幅について早期事業化をすること。

5.  県道等の早期事業化、整備について
三浦半島中央道路・逗子区間については早期着工すること。

6.  産科、小児科及び救急医療に係る医療体制の維持について
今後到来する 2025 年問題を踏まえ、同一の二次保健医療圏内における救急医療体制に

ついて、格差が生じないよう県において対策を講じること。
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三浦市

1.  水道事業体の広域化の支援について
事業統合などの広域化を希望する事業体がある場合には、実現に向けた制度的・財政的

支援の体制を整えるなど、広域化等に向けた具体的な枠組みを明示すること。

また、改正水道法に基づく水道広域化推進プラン策定にあたっては、本市が目標として

掲げている県営水道への統合など、地域ごとの実情や水道事業者の個別事情に配慮し、広

域連携を進めていくこと。

2.  県道等の早期事業化、整備について
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Ⅰ期区間の通行料金の引き下げ、ETC の導入を

実施すること ｡

また、県道 215 号（上宮田金田三崎港）宮川橋付近から、都市計画道路城ヶ島線までの

歩道設置を含めた安全対策を、早期に実施すること

3.  国道等の早期事業化、整備について
物流拠点や観光資源が十分にいかされ、魅力的で、かつ安全・安心な三浦半島地域を実

現するため、国道 134 号については、市内の交通の要である引橋交差点等において、交通

渋滞が恒常的に発生しているため、交通渋滞の解消を図るとともに、緊急輸送道路として

の機能強化、歩行空間の確保、都市景観の向上に向けて電線地中化を推進すること。

4.  漁港等の整備について
国民への安全・安心な水産物の提供のため、三崎漁港における高度衛生管理に対応した

超低温冷蔵庫や、水産加工場の高度衛生管理対策をはじめ、県外漁船誘致や水産物輸出の

促進と、国内及び海外における三崎ブランドの浸透等の水揚げ増加対策、民間企業による

漁港施設の有効活用を促進するための規制緩和や補助制度の拡充など、6 次経済の構築を

目指した水産振興に必要な支援を実施すること。

5.  生活保護負担金の全額国庫負担化等について
経済状況及び雇用状況等が要因となり、生活保護世帯はここ数年増加傾向にあり、本市

においても大きな財政負担となっている。生活保護制度は法定受託事務であること、及び

生活保護法第 1条では国の責務を明確に規定しており、本来国が果たすべき役割であるこ

とから、生活保護費負担金については、全額国庫負担とするよう国に働きかけること。

29



30

秦野市

1.  国道246号バイパス（厚木秦野道路）の早期事業化及び全線整備に対する 
     支援について
国道 246 号バイパスの当市区間（10.6km）について、未事業化区間の早期事業化、事業

化区間については有料道路事業など、様々な整備手法の検討を踏まえた早期整備が図られ

るよう、国への働きかけと、アクセス道路についての早期実現の検討を行うこと。

2.  県道705号（堀山下秦野停車場）の改良等について
秦野駅前通り道路の整備に当たり、第 2工区及び交差点工区の用地交渉の促進、電線共

同溝の整備を進めている第 1工区については、令和 8年度目標の全線供用を見据えた、対

面通行の開始など、道路の本来機能の確保に努めること。

3.  県立秦野戸川公園の整備促進について
県立秦野戸川公園（以下「戸川公園」）について、新東名高速道路の開通効果を生かし

ながら、地域の観光資源としての更なる魅力向上と、新たな価値の創出につながるよう、

未整備区域を活用した公園整備の早期実現を目指すこと。

4.  表丹沢の魅力向上につながる県有施設等の効果的な活用について
表丹沢の更なる魅力向上のため、表丹沢県民の森、菜の花台園地など、県有山岳・里山

施設の魅力向上につながる維持管理及び整備等の促進、表丹沢の魅力向上につながる県営

林道等の活用、ヤビツ峠の快適な環境の実現に向けた効果的な対応策の検討を行うこと。

5.  産科医の確保及び医療体制の整備・充実について
市民が安心して医療を受けることができるよう、地域医療の連携体制の強化及び秦野赤

十字病院における分娩業務の再開に向け、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、「県内医科大学の地域枠の拡充」や「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、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、総合的な救急医療体制の整備、充実を行うこと。
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厚木市

1.  路面標示の補修について
都道府県公安委員会が所管する道路標示等の交通安全施設の補修について、交通安全確

保の観点から、不鮮明及び消失しているものに対し、迅速に対応できるよう予算措置を行

うとともに、補修の施工済個所数、施工予定時期等、進捗状況に関する情報を都道府県公

安委員会から市町村へ提供すること。また、都道府県公安委員会による迅速な対応が困難

な場合、市町村が補修を実施できるよう法改正も視野に入れた検討を国に働きかけること。

2.  定期予防接種の充実について
子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じる症状（副反応）に対し、国において統一的な健

康調査を実施し、健康被害救済制度の支給決定の充実と迅速化を国に働きかけること。

また、骨髄移植等により免疫を消失された方に対する予防接種の再接種を、定期予防接

種に位置づけるとともに、全ての定期予防接種に係る経費は、地方交付税措置ではなく、

全額国庫負担にするなど、市町村間で費用負担の格差が生じることがないよう、適正な財

政措置を国に働きかけること。

3.  個別施設計画に基づく学校施設の建て替えに係る支援制度の創設について
児童・生徒の快適な教育環境の場としての機能を始め、災害時における避難所や地域コ

ミュニティの形成に向けた機能を有し、まちづくりにおいて重要な役割を担う学校施設に

ついて、他の公共施設との複合化など、計画的・効率的な施設整備を進める必要がある。

県は公共施設等総合管理計画等に基づく公共施設の再配置等事業について、神奈川県市

町村自治基盤強化総合補助金の補助対象にしているが、学校施設の計画的な整備に活用す

ることができる新たな支援制度を創設するよう、県市協同で国へ働きかけること。

4.  厚木秦野道路（国道246号バイパス）の建設推進について
厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）について、「国民の安全・安心の確保」、「首都中

枢地域の社会活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大」及び「豊かで活力ある持続可

能な地域づくり」を実現するため、事業化区間の整備促進、早期供用開始及び未事業化区

間の早期事業化すること。

5.  新築戸建住宅への太陽光発電設備の設置義務化について
2050 年カーボンニュートラル実現に向けた、2030 年度の家庭部門の温室効果ガス削減

目標を確実に達成するため、新築戸建住宅及び新築集合住宅への太陽光発電設備の設置義
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務化について、早期実現を国に働きかけるとともに、国による法改正には時間を要すると

考えられることから、県において、先行した措置を講じること。

大和市

1.  基地問題に対する取組の強化について
厚木基地の所在により、当市では航空機騒音や事故への不安、街づくりの支障など様々

な負担を強いられていることから、国に対し、こうした負担の解消を図るとともに、周辺

対策等については、多大な負担に見合ったものとなるよう一層の強化を働きかけるなど、

当市と十分連携のうえ、取り組むこと。

2.  地域経済支援策の拡充について
新型コロナウイルス感染症は未だ収束が見えず、商工業に与える影響も長期化している。 

大きく業績が悪化した中小企業や小規模事業者の倒産防止のみならず、再建や経営継続を

促し、V字回復を目指すためにも、現在国が実施している資金繰り支援制度の継続や内容

の充実、消費喚起につながる需要刺激策の実施等、中小企業・小規模事業者に対する継続

的な経済支援について、国に働きかけ、県も資金繰り支援制度の継続や充実や新たな消費

喚起策等を講じていくこと

3.  河川の整備について
平成26年6月に市内を流域とする引地川、境川が特定都市河川に指定されたことにより、

市民や事業者、流域自治体に対し、新たな雨水の流出対策などの負担が求められている状

況である。治水対策の根幹をなす河川改修について、両河川の未整備区間において、着実

に進め、整備が完了するまでの間においても、安全対策に万全を期すこと。

4.  生活保護負担金の全額国庫負担化等について
生活保護事業に係る経費については、当市における受給者数がほぼ横ばいではあるもの

の、依然として大きな財政負担となっている。本来、生活保護制度は国が担うべきもので

あることから、生活保護に関する経費は全額国庫負担とし、また、生活保護法の適用対象

とならない外国人についても、早急に費用の全額を国庫負担とするよう、国に働きかけを

行うこと。
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伊勢原市

1.  新東名高速道路、国道246号バイパス及び関連道路の整備について
新東名高速道路の整備促進と共に、国道 246 号バイパスの未事業化区間の令和 5年度の

新規事業化、事業化区間の早期供用開始に向けた整備促進については、国および関係機関

への働きかけ、都市計画道路西富岡石倉線の日向薬師入口交差点から別れ道交差点までの

約 700 ｍ区間については、早期供用に向けた整備促進を行い、県道 611 号（大山板戸）の

石倉橋交差点から市道 2611 号線の交差点までの未整備区間約 480m については、引き続き

の早期整備推進を行うこと。

2.  県道2路線の整備について
県道 64 号（伊勢原津久井）は周辺住民にとって日常生活の道路として大変重要な路線

である。しかし、県道 63 号（相模原大磯）から厚木市境まで区間は幅員が 5.8m と狭く、

歩道もない状況であることから危険な状況にある。当該路線の拡幅整備を進め、第 2期区

間 700m の整備推進を行うこと。

3.  ツインシティ整備計画に定める道路2軸（平塚愛甲石田軸及び伊勢原大 
    神軸）の整備について
平塚愛甲石田軸の県道 44 号（伊勢原藤沢）から県道 22 号（横浜伊勢原）までの区間、

および伊勢原大神軸のツインシティ大神地区から都市計画道路石田小稲葉までの区間（以

下、「先行区間」）について、引き続き早期整備にむけた取組と、先行区間以外の区間につ

いて、将来の県道整備を見据えた計画具体化の取組への支援を行うこと。

4.  二級河川の治水対策について
大堰端から県道 44 号（伊勢原藤沢）の土安橋付近までの区間 2,500m について、引き続

き堆積土砂の撤去等を行い、二級河川歌川及び渋田川等を含む金目川水系の河川整備計画

を早急に策定し、早期完成に向けた整備推進を行うこと。

5.  砂防指定地の整備について
未整備区間において、現況の河川が蛇行しており、大雨の際に堤防の崩壊がおこるなど

危険な状況にあることから、渋田川砂防指定地（L=1,650m）、谷戸岡沢（L=520m）について、

引き続き整備推進を行うこと。
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6.  県立いせはら塔の山緑地公園の整備について
県立いせはら塔の山緑地公園については、第 1 期地区が整備され、解放をしているが、

第 2 期・第 3 期の整備計画を策定し、県も初めての借地方式の県立公園であることから、

整備手法の課題等の検証作業を進め、計画の早期具現化と整備を行うこと。

海老名市

1.  コロナ禍における都市税財源の確保充実について
新型コロナウイルス感染症の影響による納税者の負担軽減措置として、令和 3年度より

土地に係る固定資産税の負担調整措置が行われる。固定資産税は地方自治体にとって、極

めて重要な基幹税であり、行政サービスを行う上で貴重な財源であるため、上記の措置は、

臨時、異例の措置であり、令和 5 年度にむけては、更なる措置延長・拡大を行うことな 

く、終了させるよう国へ働きかけること。

また、万が一、特別な措置を行う場合は、その減収分について、減収補填特別交付金等

により全額国費による補てんをするよう、国へ働きかけること。

2.  「パートナーシップ制度」の県域利用について
性的少数者をはじめとする多様性への理解を深め、差別や偏見のない誰もが自分らしく

生きられる社会を実現するため、「パートナーシップ制度」が他市町村でも順次施行され

ているが、法的根拠がなく自治体ごとの制度であり相互利用ができない。このことから、

制度利用者の利便性向上のため、県域利用ができるよう県が主体となり、パートナーシッ

プ制度を導入している市町村間の調整を行い、相互利用ができるようにすること。

3.  信号機の設置要望について
海老名市が進めている「市道 62 号線延伸道路整備事業」においては、新設道路の整備

に関して、地元自治会から警察に対し信号機の設置要望を挙げているが、既存の信号機と

の距離が近いことから信号機の設置ができないとの回答を得ている。しかしながら、当交

差点は既存の丁字交差点が十字交差点になり、道路の優先方向が変わることから、特段の

安全対策を講じる必要があるため、交差点への信号機を設置すること。

4.  都市計画における市街化編入手続きの迅速化について
市街化編入に際し、都市計画の手続、関東農政局等をはじめとする国・県等の関係機関

の調整等に多くの時間を要することから、協議期間の短縮等のため、国関係機関や都市部
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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るとともに、迅速かつ円滑な

協議が行えるよう、国関係機関から詳細かつ適時の情報収集・提供を行うこと。

5.  学校教育の充実強化について
引き続くコロナ禍において、学習指導要領の確実な実施及び児童生徒の「学びの保障」、

また、教職員が本務である教育活動に専念し子ども一人ひとりに向き合う時間の確保をし

つつ、教職員の働き方改革を推進する観点から、スクールサポートスタッフ（SSS）の全

校配置の継続及び配当時間を拡充するとともに、教員の人材確保を図ること。

これらのために必要な財源確保を必ず行うとともに、国に対しても働きかけること。

座間市

1.  短期入所事業所増加に対する支援について
強度行動障がい児者、重度心身障がい児者、医療的ケアが必要な者（子ども含む）の需

要に対応できる短期入所事業所が少ないため、 急病による介護者不在などの緊急時にも対

応できる短期入所事務所増加のための施設整備助成などの支援や、専門的人材の育成事業、

人材確保のための財政措置、緊急受入れの際の加算の設定などの既存施設への支援等、現

況を改善できるような支援策を講じること。

2.  一次・二次救急医療体制の維持について
一次・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、安定

的な救急医療提供体制の充実を図る対策を講じること。

3.  都市計画道路広野大塚線の事業実施について
県事業により座間都市計画道路 3・3・2号広野大塚線の事業を早期に実施すること。

4.  都市計画道路座間南林間線の整備促進について
「かながわのみちづくり計画」に位置づ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号座間南林間線を早期に着工すること。

5.  県道50号座間大和の整備促進について
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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）までの未整備区間は、交通量の増大による渋滞が生じているため、「かながわのみ

ちづくり計画」の事業化検討箇所へ位置づけ、未整備区間の整備を含めた慢性的な交通渋

滞の解消に向け、積極的に整備を促進すること。

南足柄市

1.  放課後児童クラブ利用料の減免額に対する補助制度の創設について
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、利用料の減

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。

2.  線引き見直しにおける保留区域の位置づけについて
第 7回線引き見直しにて工業系保留区域に位置づけられた区域について、線引き見直し

期間内に市街化区域編入ができない場合、第 8回線引き見直しにおいても引き続き保留区

域に位置づけること。

3.  県道等の早期事業化、整備について
都市計画道路「和田河原・開成・大井線」について、早期に道路全線を整備し、「改定・

かながわのみちづくり計画」において整備推進箇所（整備）に位置づけられている県道

711 号（小田原松田）から国道 255 号までの区間の早期完成に向けては、優先的に整備を

推進するとともに、県道 74 号（小田原山北）までの未整備区間についても、事業化検討

箇所に位置づけること。

4.  河川の整備について
狩川・内川の県が管理する河川において、河川内に土砂が堆積している箇所があり、近

年多発している集中豪雨等によって、発生が想定される河川の氾濫による浸水被害に対応

するためにも、継続的に河床を浚渫すること。
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綾瀬市

1.  基地問題に対する取組の強化について
基地交付金については、国有財産台帳価格と固定資産税台帳価格との較差を是正し、調

整交付金と併せて交付額の引き上げを図るため、必要な措置を行うとともに、大規模な提

供資産の追加がある場合は、別枠で予算を確保し、交付額に減少が生じないよう国へ働き

かけること。また、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第 5条により指定され

る、第二種区域内における固定資産評価額の下落及び移転補償により、国が取得した国有

財産の所在に伴う市税の減収に対する補填措置がされるよう国へ働きかけること。

基地周辺住民及び市への支援について、住宅防音工事においては、航空機による騒音被

害への唯一の対策であることから、市内全域を対象とするとともに、建築年次にかかわら

ず、全ての住宅を対象とすることや、住宅防音工事の事務手続きは市民に負担をかけない

こと、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」による周辺対策事業予算を増額

し申請事業の完全採択を図ることや、同法律第 5条により指定される第二種区域内におけ

る固定資産評価額の下落及び移転補償により生じる、国が取得した国有財産の所在に伴う

固定資産税及び、市民が市外転出したことによる市税の減収に対する補填措置を図ること

を、国へ働きかけること。

2.  介護人材の確保 について
依然として介護職員の給与は全産業平均と比べて低いという現状は変わっていないた

め、さらなるベースアップにつながる処遇改善に向けた取組の推進、及び介護人材確保は、

各自治体の財政力等による取組の格差により地域偏在が生じているため、国費を投入する

ことによる解消を図るよう国に働きかけること。

3.  定期予防接種の充実について
おたふくかぜは数年毎に大規模な流行を繰り返しており、髄膜炎や難聴などの合併症が

報告されている。おたふくかぜの発症は 3歳から 6歳が多く、幼稚園や小学校などで免疫

のない子ども達の間で流行した場合、多くの合併症を引き起こし、中には難聴により言葉

の聞き取り能力が低下する幼児や学童もいるため、社会生活における QOL を著しく低下さ

せる。

そのため、おたふくかぜワクチンの定期接種化について、国で検討を続けているところ

ではあるが、更なる議論を進めていくよう国に働きかけること。

4.  部活動指導員の配置について
県が実施している部活動指導員配置促進事業により、現在本市が受けている補助は、部
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活動指導員に支払う謝金のうち 31.1％となっており、更なる部活動指導員の増員にあたっ

ては、十分であるとは言えない。ついては、部活動指導員の人的配置の更なる拡充に向け

て、十分な財政的措置を講じるよう国へ働きかけるとともに、県においても積極的な支援

を行うこと。

5.  失業者等に対する就業支援及び生活困窮者支援について
生活困窮者に対する生活支援について財政措置を実施し、現場の事務負担を考慮した簡

素な制度設計、及び困窮者が申請しやすい制度設計への変更、自立につながる支援に対応

するため相談支援員の人件費及び国の制度改正により急増した住居確保給付金の市負担額

4分の 1について、財源措置の実施を国に働きかけること。

葉山町

1.  三浦半島中央道路北側の逗子区間について
昨年は、地元への回答や懸念に対応するための地質調査などを実施し、その結果を示し

ながら地元との対話を継続して、事業に対する理解が得られるよう、粘り強く取り組んだ

ことは承知している。引き続き、事業推進により地域住民の理解を得ながら、広域自治体

として関連市町と調整し、早期延伸を実現すること。

2.  防災対策や景観向上に資する電柱の地中化について
県、市町村などの道路管理者や、電線事業者、交通管理者で構成する「神奈川県無電柱

化地方協議会」などの場を通じ、情報提供を行っていることは承知している。今後は国の「無

電柱化事業での低コスト手法」などを参考にし、町内の緊急輸送道路、とりわけ緊急交通

路指定想定路の無電柱化事業を推進すること。

3.  国道134号の順次バスベイの設置について
向原バス停は昨年度工事を完了しており、順次バスベイの設置については県が取り組ん

でいることは承知している。継続して国道 134 号「風早橋バス停」など未設置の箇所への

対応を図るとともに、県がすでに行っているパトロールによる良好な道路の維持管理、道

幅の確保等により、歩行者や自転車が既設の国県道を、安全かつ快適に利用できるような

支援を引き続き行うこと。
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寒川町

1.  一級河川目久尻川における雨水対策について
都市化や頻発する集中豪雨等による河川の急激な水位の上昇により、住民の生命・財産

が脅かされている。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、草刈り等の実施と併せ溢水対策の強化、町が取り組む排水抑制等の内水事業には、

県の技術的支援をはじめ、国に対する財政支援の拡充についての働きかけを行うこと。

2.  東海道新幹線新駅誘致並びにツインシティ倉見地区まちづくりの整備 
     促進について
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、地元の関係者と調整を進

めながら事業計画の具体化を図っていくためにも、駅設置費用の早期検討に着手し、負担

割合算定に配慮すること。

3.  地方交付税に係るふるさと納税の取り扱いについて
ふるさと納税制度の本来趣旨として、生まれ育ったふるさとへ貢献する仕組みであること

は一定の理解をするが、国において年々交付税の予算が増加していることも踏まえ、ふるさ

と納税による寄附額は、基準財政収入額に算入するよう改め、より交付税を必要としている自

治体への交付や、それ以外にも、より多くの自治体へ交付できるよう制度の見直しをすること。

大磯町

1.  関東ふれあいの道（首都圏自然歩道）の整備について
当町では、「大磯・高麗山のみち」と「鷹取山・里のみち」という 2 つのコースの関東

ふれあいの道（首都圏自然歩道）の指定を受けており、両コースともに、当町と県の間に

おいて、平成 30 年 3 月より「長距離自然歩道維持管理協定」を締結している。

近年の台風の大型化、異常気象等による豪雨、鳥獣による地面の掘り起こしなどによる

被害で通行に支障を来たすケースが年々増え、滑落死亡事故さえも発生している。

県においては広域的な役割のもと整備について方針や計画を策定、安全対策、事故等を

未然に防ぐため大規模な修繕を速やかに行うこと。

2.  県道610号大磯停車場線の道路拡幅について
県道 610 号大磯停車場線は、路線バスの運行経路、小学校の通学路にもなっているが、
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車道・歩道とも十分な幅員が確保されておらず、バスの通行時に車両がすれ違うことがで

きず、歩道ではすれ違いもままならない。また、大磯停車場線沿いにある町土地開発公社

所有地の一部では、崩落災害の可能性から落石防護措置を講じているが、恒久的な対策が

必要である。県道 610 号大磯停車場線の通行者の安全性、利便性の向上のため、早期の道

路拡幅整備を行うこと。

二宮町

1.  市町村役場機能緊急保全事業の再創設について
公共施設の耐震化による安全性の確保が求められている。未来のまちづくりに向けた庁

舎建設計画には、町民との対話は欠かすことができない一方で、財政力の弱い自治体が災

害対応拠点としての庁舎を整備するために、市町村役場機能緊急保全事業は、極めて有効

な制度であるため、改めて制度を創設するよう国に働きかけること。

2.  葛川水系河川の改修・整備促進について
葛川水系は、近年のゲリラ豪雨や台風などの際、河川の溢水と道路や住宅地への浸水被

害が発生しており、護岸整備や浚渫など必要な整備を引き続き進めることが必要である。

葛川上流部の打越川の未整備区間は渓岸浸食が顕著、下流域にも影響することから、現

状に見合った砂防施設の早期整備及び排水断面の確保をおこなうこと。

3.  学校教育の新たな課題に対応するための指導体制の充実について
新学習指導要領の実施に伴い高度化・多様化する学習内容への対応や、それを学ぶ多様

な子どもたちの発達段階や個に応じたきめ細かな教育への対応、さらに学校内における新

型コロナウイルス感染症への対応など、学校に求められている様々な取組に適切に応えて

いくため、教職員定数の充実、小規模校に対する教職員の加配、スクール・サポート・ス

タッフの配置の継続、学習指導員の配置、あわせて少人数によるきめ細かな指導の充実に

ついて、国に働きかけること。

4.  医療的ケア看護職員の配置に伴う財政措置について
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の規定に則り、各市町村において

独自に看護師を配置している。国は「医療的ケアのための看護職員配置事業」を実施、市

町村が雇用する医療的ケア看護職員の報酬、旅費等を 3 分の 1 補助しているが、残りの 3

分の 2は市町村の負担となる。
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継続して事業を実施するために、県においても看護職員について 3分の 1を市町村への

補助制度として確立、国、県、市町村の負担率が同様となる財政措置を行うこと。

中井町

1.  地域公共交通への補助について
路線バスを補完するために、町として委託によりオンデマンドバスの運行を行っている

が、運賃収入によって運行にかかる費用を賄うことは到底できない状況である。

生活交通の維持について県都市部と偏りが出ないよう、県地方部の公共交通の実態に即

して、神奈川県生活交通確保維持費補助金交付要綱を改正すること。

2.  専門職員の派遣制度の拡充について
公共施設、インフラの計画的管理を推進するためには土木系・建築系の技術職員を欠か

すことはできない。少子高齢化が進む中、子育て支援のためにも高齢者支援のためにも保

健師は不可欠であり、さらには DX推進の必要性が高まる中、デジタル専門人材も必要で

ある。

よって職員派遣制度を拡充し、土木系の技術職員や保健師の派遣の規模・人数を増加す

るとともに、建築系技術職員、デジタル専門人材の派遣を実施すること。

3.  県道77号（平塚松田）井ノ口交差点～陣ヶ堂交差点の歩道整備について
県道 77 号（平塚松田）の井ノ口交差点周辺は、小学校、子育て支援施設、公民館、地

域金融機関、商業施設等が立地しており、暮らしを支えるサービス機能、交通結節機能を

持つ地域の中心的な役割を担うエリアである。このため、多くの歩行者や車両が往来して

おり、交通の安全を確保する必要がある。本町及び地域の生活利便性や市街地の魅力を高

めるための重要な路線であり、交通の安全を確保する必要性が大きいことから、井ノ口交

差点～陣ヶ堂交差点の歩道を早期に整備すること。

4.  県道77号（平塚松田）中井電話局前交差点周辺の乗合自動車停車所の設 
    置について
県道 71 号バイパス・県道 77 号中井電話局前交差点付近にある「上ノ原バス停」の付近

には、民間企業の研究施設が位置しており、従業員が多く利用している。降車中、後続の

車両はバスを追い越すことができないため、渋滞を引き起こしており、交差点付近におけ

る交通の安全にも支障が生じている。
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車両の円滑な通行及び交通の安全のため、後続車両が停車中のバスを追い越すことがで

きるよう、当該バス停に乗合自動車停車所を設置すること。

大井町

1.  消防団員による消防自動車運転時の免許要件の緩和について
道路交通法改正により、普通免許で運転可能な自動車は車両総重量が 3.5t 未満に引き

下げられ、3.5t 以上 7.5t 未満の自動車を運転するには、準中型運転免許の取得が必要と

なった。現在の普通運転免許を取得した団員は、現行の消防ポンプ車を運転できない。こ

れは団員の進退や新たな団員確保問題に波及する大きな課題と考える。

したがって、現行使用されている一般的な消防団車両が普通免許で運転ができるような

制度の構築を、国へ働きかけること。

2.  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正に伴う「地域公共交通 
     計画」の作成について
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正に伴い、現行の法定計画「網形成計

画」が「地域公共交通計画」に移行される。今後、路線全域の市町で個々に「地域公共交

通計画」の作成をしても、制度改正による手続きの煩雑化は避けられない。

したがって、地域公共交通計画の作成及び補助系統等の位置づけに関しては、県におい

て広域的な計画として作成し、国庫補助の計画認定手続きにおいても広域計画下、従前ど

おり県が主体的な役割を果たすこと。

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
交通量の多い当該道路における歩行者の安全確保のため、松田町行政界から国道 255 号

までの区間の歩道整備について、引き続き早期の完成をさせること。

4.  JR御殿場線ICカードの跨り利用について
JR 御殿場線では、交通系 IC カードの使用が可能となり、現在 TOICA サービスエリアが

国府津駅まで拡大され、IC 定期券の跨り利用が可能となったが、一般利用客による鉄道

事業者のエリアを跨いだ利用の目途は立っていない。

観光振興、また利用者の利便性向上を図るため TOICA エリアとSUICA 首都圏エリアを跨る

利用が可能となるよう、引き続き県が主体的に鉄道事業者や国に対して働きかけを行うこと。
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5.  社会資本整備総合交付金の拡充について
都市基盤整備を推進する上で有意義な本交付金については、交付率に対する配分額が近

年、満額交付されていない状況が顕著にみられる。

使途や目的に関する自由度を高め、使いやすい制度とするとともに、制度実施が明示さ

れていないものについては、継続して実施、町村に対して早期にその考えを示すよう、引

き続き国へ働きかけること。

6.  農地・農業用施設災害復旧作業について
毎年のように記録的な豪雨が発生し、土砂災害・洪水などの被害が発生している。昨年

は今までにない農業被害が生じ、この様な状況は農業の担い手確保が大きな課題となって

いる現状において、農業振興に悪影響と懸念する。

国の支援の要件にあてはまらないケース等をはじめ、より手厚い支援策を県や町におい

ても創出する必要があり、農家へ迅速な支援が実施できるよう、県としても農地の災害復

旧に関しては、技術的支援にとどまらず支援策を講ずること。

松田町

1.  「新松田駅周辺整備基本構想・基本計画」の実現に向けた支援について
事業の実現に向け、新松田駅北口・南口広場を含めた駅周辺地域の整備事業の実現に向

けた継続的な支援を行い、新松田駅周辺整備事業に関係が深い県道 711 号 JR 御殿場線ア

ンダー部の道路拡幅改良事業の早期事業化を行うこと。

2.  ヤマビル対策及び有害鳥獣対策について
ヤマビル対策に関し、県を中心とした関係市町村等との対策部会を設置するとともに、

その対策部会が主体的に対策事業を実施できるよう予算確保し、市町村が個々に進める有

害鳥獣の捕獲や、防護の有効な強化策として制度化していただいた県独自の「有害鳥獣捕

獲奨励補助金」「広域獣害防護柵補修事業費補助金」の充実及び継続的な実施を行うこと。

3.  水源環境保全税の継続と森林整備の促進について
水源環境保全税を原資とした水源環境保全・再生施策大綱の計画期間は令和 8年度まで

とされているが、水源環境保全・再生の取組みは、長期的に継続して実施することでその

機能を発揮することができるため、施策大綱の延長を行い、森林環境譲与税の活用として、

県内都市部の木材利用において、県西部の木材が有効に活用されるよう、需要と供給をマッ
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チングできる体制の構築をすること。

4.  災害に強い河川環境整備の継続的な推進について
流域住民の生命・財産を守るため、引き続き、酒匂川や川音川、中津川の計画的な河床

整理を推進するとともに、近年多発する台風や集中豪雨などの想定を踏まえた、災害に強

い河川環境の整備を推進すること。

5.  足柄上病院の産科に係る医療体制の確保について
令和 3年 3月にとりまとめられた「小田原市立病院と県立足柄上病院との連携・協力の

方向性」において、県立足柄上病院が担う分娩については、小田原市立病院に集約化を図

ることとされているが、足柄上地域の分娩可能な医療機関の数や分娩の数等の状況など、

医療ニーズを的確に捉え必要に応じて、産科の再開が可能となる体制の構築及び施設整備

を行うこと。

山北町

1.  三保地域の地域振興について
山北町には、丹沢大山国定公園と県立丹沢大山自然公園に指定され、丹沢湖や中川温泉、

県の水がめとして重要な役割を担っている「三保ダム」、観光資源の（現在は玄倉ダムが

被災で見ることができない）「ユーシンブルー」などあるが、課題も山積している。

当地域の地域振興にあたっては、山北町単独では対処が困難な課題が数多くあるため、

今後も引き続き、様々な面で県による支援、協力をおこなうこと。

2.  林道秦野峠線について
林道秦野峠線は、松田町寄地区と山北町玄倉地区の奥地に広がる森林の活用と、集落を

結ぶ林道として位置づけられているが、災害時における集落の孤立を防ぐため、この林道

の活用を図ることで、両地区における孤立化対策につながる。近年における災害の激甚化

を踏まえ、通行のためのルール作成、基本協定等の締結が必要と考えることから、引き続

き協議の場への協力と、林道災害の早期復旧と利用目的も踏まえた災害に強い林道整備に

取り組むこと。
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開成町

1.  富士山噴火対策の充実について
現行の富士山火山広域避難計画では、市町村区域外への広域避難者の受入先が山梨県及

び静岡県では示されているが、広域避難が必要な県内の市町については現時点で受入先が

未定となっている。富士山ハザードマップの改定で、溶岩流が町全域に到達する可能性が

示され、最悪の事態を想定した実効性のある町避難計画を早期に策定するためにも、受入

先市町村の調整や避難路・交通手段の確保等、早急な対応をおこなうこと。

2.  GIGAスクール構想整備事業について
子どもたちのオンライン授業に対応するために、ICT 環境の整備は必要不可欠である。

他方、当町のように、児童生徒数が減少傾向になく、転入してくる子どもが多い自治体

では整備への負担が増える一方で、端末が余っている自治体があるとも聞く。

学校における ICT 設備の維持や PC 端末の追加購入・更新に係る費用について、財源の

確保や起債対象とするなどの適切な財政措置を行うと共に、児童生徒が端末を保持したま

ま転出入できる仕組みづくりを検討していくこと。

3.  デジタル田園都市国家構想について
現状、地方の実情に基づいた事例を収集している段階と考えるが、小規模自治体は、交

付金を活用し、地方のデジタル化を強力に推し進めるための専属部署や人材を設置・配置

が困難な状況にある。県は国からの情報を適切に市町村に伝達するのみならず、構想実現

へ向けて広域自治体としてのイニシアチブを発揮し、県西地域などをモデル地区にした県

事業の実施、県と市町村共同での事業実施の検討を行うこと。

箱根町

1.  新型コロナウイルス感染症からの回復支援について
国内外の観光客が大きく落ち込み、地域経済も停滞が続いていることから、インバウン

ド需要の回復も含め、観光地の活性化のため、実情に応じて必要な支援が必要である。

国へは、令和 3 年度に創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

（事業者支援分）のような措置を求めるなど、必要な財源を確保した上で、独自のきめ細

かな支援策を講じること。
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2.  公衆トイレの整備について
町が管理の施設については、 バリアフリー化や温便座化など順次改修工事を行い、利便

性や快適性の向上を図るとともに、老朽化が著しい施設については、建て替えなども含め

景観を損なわないよう適切に維持補修をしている。

県管理の公衆トイレについても、快適な衛生空間、風光明媚な景観保全のため、老朽化

した施設の更新や補修など適切な維持管理、観光客の満足度向上を図ること。

3.  温泉を利用した発電等に関するガイドライン等の制定及び温泉行政に 
     係る専門職の人材育成について
「温泉資源」を持続可能な資源として保護する取組みと共に、脱炭素社会に向け再生可

能エネルギーとして活用を検討する必要性があるとも認識している。

今後、県として温泉の発電利用に関するガイドライン等の制定、及び温泉行政に係る専

門職の人材育成を図ることで、脱炭素社会が求められている時代の流れに合った取組を推

進しながら、持続可能な温泉資源を次世代へとつなげられるよう、県がより一層重要な役

割を担うこと。

4.  大涌谷における渋滞対策について
不要不急の移動が抑制される中でも大涌谷を自家用車で訪れる観光客は多く、大涌谷周

辺の渋滞は引き続き発生することが予想されるため、渋滞発生分も駐車できるよう、収容

台数を増やすと同時に、突然の火山災害発生時に観光客を一時避難させるような立体屋内

駐車場の新設及び、下り車線側道部に上り車線からの転回が可能な場所の設置や道路拡幅

等、ハード面の整備推進を引き続き行うこと。

5.  国道138号（乙女登山口～仙石原交差点）の歩道整備について
昨今のハイキングブームやインバウンド需要の高まりにより歩行者が増加傾向にあり、

安全対策が求められている。また、沿道付近の金時公園においては人気アニメとコラボレー

ションしたデザインの公衆トイレが町により建設され、注目を集めている。

地域資源である金時山周辺地域への安全な動線を確保し、仙石原交差点改良と合せて面

的整備に繋げ、沿道の活性化を図る上でも整備を行うこと。

6.  国道1号湯本地内の改良について
箱根湯本駅前の拡幅は一部終了しているが、引き続き旭橋までの拡幅改良や、防災や景

観形成の観点から無電柱化を行うこと。
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真鶴町

1.  相模湾沿岸の磯焼け対策について
かつてない速度で進行している磯焼けは、アワビなど貝類の生育に大きな影響を与え、

素潜り漁を営む漁業従事者の所得への影響が懸念される。磯焼けにより、沿岸の漁獲量が

減少し、当町の漁業や間接的には観光業の疲弊につながるものと思われるため、対策を行

うこと。

湯河原町

1.  防災行政無線の更新に係る財政支援について
災害時に避難情報等を一斉発信する防災行政無線は、身体・生命・財産を守る重要な手

段である。現在の防災行政無線に係る財政支援は、アナログ方式の使用期限終了に伴うデ

ジタル方式への整備を対象としているため、デジタル方式からデジタル方式への更新に対

する財政支援を行うこと。

2.  湯河原パークウェイの早期復旧に向けた支援について
有料道路である湯河原パークウェイは、湯河原から国道 1号を経由して三島・箱根方面

へ最短で移動できる、静岡県との県境をつなぐ道路であり、観光産業を基幹産業としてい

る当町にとっては、地域経済を支える重要な道路である。しかし、現在全線通行止めとなっ

ており、道路を管理運営している伊豆箱根鉄道株式会社が設計は進めているものの、いま

だ再開の見込みが立っていない状況であり、早期復旧に向けた支援について、国へ働きか

けること。

3.  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
小田原市から真鶴、湯河原の 1市 2町にまたがる広域的な営農団地内の基幹的農道を整

備することにより、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、早期完成を目指すこと。

4.  ニホンザルの群れ（T1群）による被害防止のための積極的な対策の実施 
     について
湯河原町、真鶴町西部、熱海市東部に出没する T1 群は、市街地及びその周辺を主な行
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動域とし、深刻な生活被害や農業被害を与えている。一方、神奈川県レッドデータ生物調

査報告書では、西湘地域に生息するニホンザルの群れを絶滅恐れのある地域個体群として

維持する対象となっている。住民の安全の確保や農業者の生産意欲を維持するためには、

対策を具体化し実施すること。

T1 群による被害防止のため、抜本的かつ具体的な対策のため、神奈川県レッドデータ

生物調査報告書の見直し及び、西湘地域個体群のあり方について検証の上、町民の安全・

安心を図り、生活・農業被害を根絶するためにも全頭除去するべきか方針を検討すること。

愛川町

1.  県道54号における道路改良整備及び交差点改良 整備・バスベイ設置の 
     促進について
県道 54 号は、相模原市内から本町の東西方向を貫き、国道 412 号にアクセスする主要

な幹線道路であるほか、緊急輸送道路に指定されており、半原日向交差点から田代交差点

までの区間について、円滑な道路交通や歩行者の安全を確保するため、歩道を含めた道路

改良整備を、愛川橋から深沢バス停までの区間については、令和 3年度から町有地を活用

した線形改良のための調査を行っている。残る区間にも、歩道を含めた道路改良整備の早

期に工事着手、本路線の角田バス停前の交差点改良及びバスベイの設置を促進すること。

2.  県道63号における歩道整備及び交差点改良整備の促進について
県道 63 号は、本町・厚木市・相模原市を結ぶ産業経済の動脈的機能の高い幹線道路と

して、極めて重要な路線である。中津地区の桜台交差点から坂本水路橋先の約 300 メート

ルの区間の歩道整備、歩道整備済みの区間の擦り付け部が急勾配となっている箇所のバリ

アフリー化した歩道の再整備、右折レーンがない桜台、中津郵便局先丁字路、愛川郵便局

入口の 3箇所の交差点の付加車線化等の着実な交差点改良整備を実施すること。

3.  県道511号及び高田橋際交差点地区の交通渋滞と交通安全対策の促進に 
     ついて
現在、県において、交差点における県道 511 号について、線形改良を計画しているが、

引き続き、早期の工事着手に向け、着実に進め、県道 54 号・県道 63 号・県道 511 号及び

周辺地区に おける道路計画などを総合的に検討し、本地区の交通渋滞の解消と歩道の整

備等、 交通安全の確保を促進すること。
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4.  県道65号における交差点改良整備・歩道拡幅整備の促進について
県道 65 号と県道 54 号が交差する箕輪交差点は、県道 54 号側の広幅車線化による交差

点改良が既に完了したが、県道 65 号については交通渋滞の解消に向けた付加車線化等に

よる交差点改良整備、高峰小学校から箕輪交差点間における幅員狭小区間歩道の歩行者安

全を確保するために、歩道の拡幅整備を実施すること。

5.  愛川ふれあいの村体育館の耐震化について
県は令和 3年度に当該施設の耐震性調査を実施したが、再度指定避難所として使用でき

ることが地域住民の安心、安全の観点から必要であるため、耐震化の実現に向け早期に工

事着手すること。

6.  小田急多摩線の延伸促進について
県は令和 4年 3月に、県土の総合的な交通ネットワークの形成を図るため、交通施策の

基本的な考えを示す「かながわ交通計画」を改訂した。小田急多摩線の上溝以西への延伸

について位置づけられたことから、一歩前進が図られたものと認識しているが、引き続き

実現に向け取り組むこと。

清川村

1.  県水源環境保全・再生事業の継続と水源地域へ新たな支援について
県が平成 19 年度から全国に先駆け進めてきた、かながわ水源環境保全・再生施策大綱

は令和 8年度で終期を迎えることから、かながわ水源環境保全・再生施策大綱の継続及び

森林整備に係る補助の拡充、水源地域が担う水質保全の取組として、水源環境保全・再生

事業の枠組の中で、新たに下水道事業への支援を実施すること。

2.  宮ヶ瀬湖畔園地の活性化について
宮ヶ瀬ダム完成から 20 年以上が経過し、施設の老朽化や観光ニーズが多様化する中、

時代 の変化に影響されない魅力の創出を実現するため、登録 DMO の着実な事業展開、及

びその中心を担うよう積極的に県が関与すること。

3.  自殺対策について
県内の自殺者数は、新型コロナウイルス感染症の拡大影響などにより、2020 年は急増
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しており、県道 64 号伊勢原津久井線の「虹の大橋」など多くの橋梁が点在する本村にお

いても、自殺と思われる事例が急増しているため、県民の命を守る取組みとして、全県的

な対策の強化を実施すること。

4.  通学路を含む県道沿道の安全対策について
通学路を含む県道沿線の歩行者安全対策のため村内各団体と緊密な連携を図り、各種設

備の適正な維持管理、及び通学路である尾崎交差点から下舟沢バス停や中里バス停、厚木

市七沢方面へ向かう道路を通行する歩行者の安全確保のための「防止柵」の早急な設置を

実施すること。

5.  県道沿線の交通環境維持及び二輪車安全対策について
村内を通る県道沿線の交通環境維持のため、県道沿線の除草や樹木の剪定など早急かつ

定期的な対策、及びスピード超過や集団走行などの危険運転も多数あることから、交通ルー

ルの徹底を促すべく、二輪車運転者に対する看板設置等の啓発活動を実施すること。

6.  村内緊急輸送道路における安全対策について
村内の緊急輸送道路（第 1 次緊急輸送道路 県道 64 号（伊勢原津久井）、第 2 次緊急輸

送道路 県道 60 号（厚木清川））の安全対策として、行政境界付近の樹木の伐採及び道路

照明灯の設置を実施すること。
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