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１．地方分権・行財政改革及び基地対策 

（要望） 

（１）  地方分権改革の推進 

平成１１年の地方分権一括法の成立以降、本格的に地方分権の重要性が叫ばれてから

約１５年以上が経過をしましたが、現在でも地方自治体に十分な権限・財源が与えられて

いる状況とは言えません。 

昨年、国が新たに導入した地方からの権限移譲・規制緩和の提案を募る「提案募集方

式」について、本県は全国最多となる１２９件、本年は新規提案が中心ということで、８

件の提案を行っただけでなく、提案実現のため、知事自ら国に対し、様々な働きかけを行

っていることは評価しております。 

しかしながら、本年７月末に公表された全国からの提案に対する関係省庁からの第 1

次回答では、昨年度同様、厳しい回答となっており、改めて国の地方分権に対する消極的

な姿勢が伺えます。 

今後も各関係省庁との調整は難航が予想されますが、将来的な道州制への移行を見据

えた上で、「地方にできることは地方で」という理念に基づき、このような国の岩盤規制

を打破すべく、引き続き、知事のリーダーシップを存分に発揮し、国に強く働きかけを行

うなど、今後もさらなる地方分権改革の推進に努めるよう求めます。 

（回答） 

「提案募集方式」を活用して提案した事項の実現等、地方分権改革の推進については、

本県単独での国への提案をはじめ、関東地方知事会や九都県市首脳会議等を通じて国への

要請を行っております。 

こうした取組の結果、平成 27年度は、提案募集方式においては、本県からの提案につ

いて、４件が対応を図られることとなりました。 

今後も引き続き、本県単独の取組と他自治体と連携した取組により、効果的に地方分

権改革を推進してまいります。 

 

（要望） 

（２）  財政健全化施策の推進 

本県の県債発行額は、国の借金の肩代わりとも指摘されている臨時財政対策債の額を

含め、約３兆７，０００億円にまで膨れ上がっています。このペースで県債発行額が増え

続けると、今後さらに県民の負担は増大し、本県の財政状況は、ますます厳しくなること

が予想されます。 

加えて、今後を見通すと、公共施設の老朽化への対応や、２０２０年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会開催に向けた投資的経費が見込まれ、新たな財政需要が想定

されますので、来年度予算編成においては、さらなる事業・施策の「選択と集中」を行い、

県債の発行抑制に努めるよう求めます。 

また、昨年における国の「地方法人税」導入による本県への減収影響額は、約１００

億円にも上るなど、本県の厳しい財政状況に拍車をかけています。地方間の税収格差を是

正する目的で地方税を用いることは、地方分権に反するものと言わざるを得ません。今後
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も引き続き、本県と同じ考えを持つ自治体と共同し、地方法人税の撤廃を国に強く働きか

け、真の地方分権と財政健全化の推進にご尽力していただきますよう併せて求めます。 

（回答） 

県債には、世代間の負担の平準化という役割があり、適切に活用していくことも必要

であることから、県民生活を極端に低下させないよう留意しながら、これまで以上に徹底

した施策・事業の見直しや、優先順位の見極めにより、県債の発行抑制に努めるとともに、

臨時財政対策債については速やかに廃止し、地方交付税に復元するよう、他の自治体とも

連携し、引き続き国に働きかけてまいります。 

また、地域間の税収格差是正のために法人住民税の一部を国税化して創設された地方

法人税は、地方分権に反し、極めて不適切であることから、速やかに撤廃し、地方税であ

る法人住民税に復元するよう国に対して働きかけております。 

 

（要望） 

（３）  公務員制度改革の推進及び退職管理の徹底 

本県財政の約８割を占める義務的経費のうち、人件費は約５割に及んでおり、このこ

とが財政の硬直化を招く要因の一つとなっています。近年、職員給与の見直しが実施され

ましたが、県の厳しい財政状況を鑑み、さらなる見直しの実施を行うよう求めます。 

一方、地方公務員法の改正が昨年５月に公布され、公布後２年以内に施行することと

されています。この法改正の主な目的は、人事評価制度を導入し、能力と実績に基づき、

昇任昇格や給与などの人事管理を行うことにあります。 

また、退職管理として、営利企業等に再就職した退職者は、離職前５年間の職務に関

して、離職後２年間、現職の職員へ働きかけることが禁止され、再就職情報の届出義務を、

各自治体の条例で規定できるようになりました。 

こうした法改正の目的を踏まえ、能力や実績が適正に評価される人事評価制度の導入

や、民間企業経験者等も含め、優れた人材が管理職として活躍できるよう、管理職候補者

選考試験のあり方等を随時検証し、効率的な業務運営を行える行政組織を構築するととも

に、適正な定員数及び退職管理など、透明で公正な人事管理を進めるよう併せて求めます。 

（回答） 

職員の給与については、人事委員会勧告の例外として、職員の協力のもと、平成 25年

４月から平成 27年３月までの２年間、緊急財政対策の取組として４％又は６％の、また、

平成 25年７月から平成 26年３月までの間、最大 9.77％の減額措置を行いましたが、職

員の給与改定は、労働基本権制約に対する代償措置である人事委員会勧告に基づき、適切

に対応していくことが基本でありますので、勧告に基づくことなく、恒常的に給与カット

を続けていくことは困難と考えております。 

なお、今期の給与改定については、先般、人事委員会の勧告どおり給料表を改正する

旨、職員団体と妥結しましたが、給与等に関するいくつかの諸制度の見直しも、併せて行

うこととしております。 

地方公務員法の改正については、県は、平成 13年度に人事評価制度を導入し、能力、

意欲、実績の面から評価を行い、その結果を人材育成や人事異動に活用しており、平成
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20年度からは、給料や勤勉手当、昇格などにも反映させております。 

また、退職管理については、平成 18年度に「神奈川県退職者の再就職に関する取扱要

綱」を制定し、「神奈川県退職者キャリアバンク」を整備するなど、すでに改正法の趣旨

に沿った制度を設けております。 

このように、すでに今回の地方公務員法の改正内容に沿った人事管理を行っておりま

すが、改正法において、条例で定めることとされた事項があることから、職員の退職管理

に関し、新たに条例を制定するほか、関係条例の改正を行う方向で検討しております。 

管理職候補者選考試験についても、実施結果などを踏まえて検証し、受験要件や試験

項目などの必要な見直しを行ってきたところであり、今後も引き続き、客観的な人事評価

や、適正な定員数及び退職管理など、公正で透明な人事管理に努めてまいります。 

 

（要望） 

（４）  騒音対策の推進 

本県は、沖縄県に次ぐ「第二の基地県」と言われています。特に騒音にかかる問題は

深刻な被害を県民に与えています。このような中、本県では厚木基地騒音対策協議会を関

係９市と構成し、毎年関係機関に要請活動を行っています。私たちの会派としても、改め

て①平成２９年までに早期かつ着実に空母艦載機の移駐等を実施すること、②恒常的訓練

施設を確保すること及び③移駐実現までの間も、騒音問題の解決に積極的に取り組むこと

を国に要請し続けるよう求めます。 

また、在日米陸軍相模総合補給廠で起きた爆発火災事故を深刻に受け止め、米陸軍に

対しては基地にかかる情報のできうる限りの開示を要請するよう求めます。 

（回答） 

空母艦載機の移駐については、日米両国政府間で 2017（平成 29）年頃までに完了する

ことが確認されておりますが、県では、騒音問題の抜本的解決を図るため、空母艦載機の

一日も早い移駐や恒常的訓練施設の確保を確実に実現するとともに、それまでの間も、騒

音軽減対策に積極的に取り組むよう、今後とも基地周辺市と連携して、国に対して粘り強

く働きかけを行ってまいります。 

基地の使用に関しては、米側の裁量に委ねられている部分が多く、基地の実情が見え

ず、周辺住民は大きな不安を抱えております。特に平成 27年８月 24日に発生した相模総

合補給廠の火災は、住民の安全に直結する情報が事前に共有されていなかったことは課題

であると認識しております。現在、県では、日米間の合意事項も含め、できる限り基地の

実情等が見えるようにすることについて、米軍基地が所在する 14都道県で構成する「渉

外関係主要都道県知事連絡協議会（渉外知事会）」を通じて、国に要望しており、今後も

引き続き、国に対し粘り強く求めてまいります。 

 

  



維新の党 

 

- 4 - 

２．経済・産業 

（要望） 

（１）  特区制度を活用した県内経済の活性化 

平成２６年５月に本県全域が国家戦略特区の区域に指定され、本県は京浜臨海部ライ

フイノベーション国際戦略総合特区・さがみロボット産業特区と合わせて、３つの特区を

有する県となっています。 

今後もそれぞれの特区実情にあわせた施策を行うことになりますが、費用対効果の視

点やアウトカム指標、つまりどのくらい本県経済のエンジンを回し、産業・雇用を生み出

せるのかという視点を持って地域経済の活性化に取り組んでいくことを求めます。 

（回答） 

「国家戦略特別区域」では、国家戦略特別区域法で国が策定する区域計画において、

計画の実施が区域に及ぼす経済的社会的効果を定めることとされております。 

また、「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」では、革新的医薬品・

医療機器の開発・製造と健康関連産業の創出による経済波及効果の目標値を設定するとと

もに、新たな雇用の創出も視野に入れ、取組を推進してまいります。 

さらに、「さがみロボット産業特区」は、生活支援ロボットの実用化や普及、関連産

業の集積を通じた地域経済の活性化を図る取組であり、今後も、この地域から産業や雇用

を生み出すという視点を持って取り組んでまいります。 

 

（要望） 

（２）  観光産業の活用による県内経済の活性化 

都心から近いこともあり、県内観光客のうち約８割は日帰り観光客となっています。

観光消費を高めることが県内経済に寄与することから、宿泊を伴う滞在型観光施策を積極

的に行うことが重要と考えます。 

本県は、三浦半島（城ヶ島・三崎）をはじめ新たな観光地づくりも行っていますが、

継続的に本県を訪れる観光客の増加を促すため、ハード面だけではなく、観光に来た方々

が「神奈川に来て良かった」と思えるソフト面も充実させる施策にも注力するよう求めま

す。 

また、県内全域に指定された国家戦略特区内では、今後古民家の活用や住宅等の空き

家を使って外国人観光客が宿泊する施設を提供できるようになります。現在、宿泊業以外

の業界が参入の意思を示しており、東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催を見

据えて、新しいビジネスチャンスの可能性もあることから、本制度の導入を促進するよう

併せて求めます。 

（回答） 

県では、観光客の受入体制のソフト面の充実を図るため、観光人材の育成や地域ホス

ピタリティの向上について、大学との連携による「かながわ移動観光大学」などを通じて

取り組んでおり、観光ボランティアガイドの支援にも努めております。 

また、外国人観光客の受入環境整備に向けて、通訳ボランティアガイド団体への支援

や特区制度を活用した神奈川版の「通訳案内士」の育成・確保などに取り組んでまいりま
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す。 

今後とも、こうした取組を通じ、ソフト面の充実に努めてまいります。  

また、外国人観光客の多様な宿泊ニーズに対応していくため、市町村や関係団体等と

協議しながら、国家戦略特区における旅館業法の特例制度の円滑な導入に向けて検討を進

めてまいります。 

 

（要望） 

（３）  中小企業支援施策の強化 

県内事務所数のうち約９９％を中小企業が占めていますが、各種データを見ても、そ

の中の多くの企業は、政府の推し進める経済政策「アベノミクス」の恩恵を受けている状

況にあるとは言えません。 

企業努力もありますが、その原因は支援体制のバラつきやサポート体制が中小企業の

実質的な経営力向上に繋がっていない可能性も考えられます。 

本県経済のエンジンを力強く回していくためには、中小企業の存在は必要不可欠であ

りますので、このような課題を一つ一つ解決し、地域密着型かつ実益性のある支援体制を

強化していくよう求めます。 

（回答） 

県では、中小企業支援法に基づき、公益財団法人神奈川産業振興センターを都道府県

等中小企業支援センターとして指定し、中小企業支援を実施しております。 

当該財団においては、資金調達、販路開拓、経営革新、事業承継など中小企業・小規

模企業の多岐にわたる経営相談に対応しております。 

また、商工会・商工会議所、神奈川県中小企業団体中央会などと連携して、きめ細か

な支援体制を整備しております。 

なお、小規模企業の持続的発展を図ることを目的に、商工会・商工会議所が実施する

支援事業を強化する小規模企業支援強化事業費補助を、平成 28年度当初予算案において

新たに計上しております。 

今後は、地域に密着した金融機関などとも連携を強化し、中小企業・小規模企業を支

援してまいります。 

 

（要望） 

（４）  再生可能エネルギーの普及拡大 

県内における再生可能エネルギー等による発電出力は、平成２５年度には原子力発電

所１基分に相当する１００万ｋＷを超え、１２３．４万ｋWとなり、再生可能エネルギー

等の普及が急速に進んでいるといえます。 

しかし、かながわスマートエネルギー計画では、平成２９年度の導入目標を２３０万

ｋWに設定しており、その実現性については疑問が生じますので、より具体性を持って本

計画の実現に向けて取り組むよう求めます。 

また、国に対し、再生可能エネルギーにおける系統安定化を含めた、一層の電力自由

化・発送電分離の推進を働きかけるよう併せて求めます。 
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（回答） 

再生可能エネルギーの導入拡大については、「かながわソーラーバンクシステム」の

運営や市民ファンドを活用した「屋根貸し」太陽光発電事業の事業者募集、薄膜太陽電池

普及拡大プロジェクト等を実施しており、今後も再生可能エネルギー等の導入加速化を推

進してまいります。 

また、国に対しては、エネルギーの地産地消に向けた基盤整備の促進等を含めた「分

散型エネルギーシステムの構築」について要請を行っております。 
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３．環境 

（要望） 

（１）  地球温暖化防止対策の推進 

本県及び、かながわ地球環境保全推進会議においては、平成１５年１０月に｢新アジェ

ンダ２１かながわ｣を策定・採択しましたが、二酸化炭素排出量の増加や中期的な行動計

画の経過などから、来年にその改定が行われる予定です。 

地球温暖化防止対策の一環である「マイアジェンダ制度」の中では個人・企業などが

環境に配慮した自主的な取り組みを宣言していますが、その行動をより社会全体に広げて

いくことが重要です。 

また、その実現のためには、宣言後に行ったアンケートの調査結果をもとに、どれく

らい温暖化防止に結びついたのか等を実数値で把握することも必要と考えますので、数値

目標を設定するなど、この取り組みによる効果の検証を実施するよう求めます。 

さらに、本県は節電・省エネ対策などの施策も行っていますが、その対象となる企業

・ＮＰＯ・学校・個人等にも、地球温暖化防止に関する意識の啓発をさらに進めることを

併せて求めます。 

（回答） 

マイエコ 10宣言については、年代別の取組状況や宣言いただいた方への宣言後の行動

などに関するアンケート調査を通じて、効果を把握します。 

また、地球温暖化防止に関する意識啓発については、学校における環境教育の充実、

地球温暖化防止活動推進員による出前講座や節電相談などを通じて、今後も普及啓発を図

ってまいります。 

 

（要望） 

（２）  ヒートアイランド対策の推進 

ヒートアイランド現象とは、地表面被覆の人工化や人工排熱の増加、気象条件など多

くの要素が絡み合って、都市部の気温が郊外に比べて高くなる現象であり、熱中症や睡眠

障害等の健康被害や、冷房用電力の消費増大などによる二酸化炭素排出量の増加などの影

響をもたらす環境問題であり、都市問題です。 

最近では、予測不可能な局地的な大雨、いわゆる「ゲリラ豪雨」との関係性も指摘さ

れており、都市部を多く抱える本県において、ヒートアイランド対策は大変重要な課題で

あると考えます。 

従来ヒートアイランド現象は、本県においては、主に横浜・川崎などの大都市部を中

心に発生しておりましたが、最近では県央地域や西湘地域でも多数の真夏日が発生するな

ど、その影響は県内全域に広がりつつあります。 

本県では、昨年５月に、ヒートアイランド対策を市町村などが推進する際の参考資料

として「ヒートアイランド対策ハンドブック」を作成したことは評価をしておりますが、

その有効活用はもちろんのこと、今後は県民一人ひとりに対し意識向上をさらに促し、県

民総ぐるみとなってヒートアイランド対策を推進できる環境を構築するよう求めます。 

（回答） 
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ヒートアイランド対策を市町村と連携して進めるために、市町村ヒートアイランド対

策担当者会議を実施しており、その際に平成 26年度に作成した「ヒートアイランド対策

ハンドブック」の説明をするなど活用を図っているところです。 

今後は、市町村での活用のほか、地球温暖化防止活動推進員が主催する地区会議にお

いて、ハンドブックの内容を紹介し、活動に生かしてもらうなど、一層の有効活用を検討

してまいります。 

また、県民、企業、団体、行政それぞれが人工排熱の削減や緑化を増やすなど、ヒー

トアイランド対策を実施する必要があります。 

そのため、地球環境問題を自分のこととして考え、解決するための行動宣言である

「マイエコ 10宣言」を地球温暖化防止活動推進員と連携して、県民一人ひとりに普及を

進めてまいります。 

 

（要望） 

（３）  ＰＣＢ処理計画の推進 

ＰＣＢは、絶縁性・不燃性などの特性により、かつては、トランス・コンデンサとい

った電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていました。しかし、昭和４３年にカネミ油

症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化したことから、我が国では昭和４７年以降、

製造されていません。 

こうした状況を踏まえ、国ではＰＣＢ廃棄物の確実且つ適正な処理を推進するため、

平成１３年７月１５日から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別

措置法」が施行され、この法律により、ＰＣＢ廃棄物を所有する事業者等には、保管状況

等の届出や、一定期間内に適正に処分することが義務付けられました。 

本県では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ廃棄物）の確実且つ適正な処理を推進

するため、平成１８年３月「神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」（以下、「計

画」という）を策定し、その後、特措法の一部改正により、処理期間が平成３９年３月ま

でとしたことから本県計画も合わせて改正をおこなっています。 

しかし、民間事業者等が保有する PCB処理は、処理単価が高額なこともあり、その処

理が計画的に進んでいないことや個人所有の建築物に使用されている PCBの保管届けが極

端に少ないことなど、本県の実態調査についても課題が山積しています。 

本県の計画ついては、処理期間内の年次計画など具体的な取組みと実行計画、保有事

業者においては、期間内の適切な処理の指導、保管届けが提出されていない PCB使用が見

込まれる建築物の実態調査を実施することを求めます。 

（回答） 

県ＰＣＢ廃棄物処理計画は、ＰＣＢ廃棄物特別措置法に基づく法定計画であり、国の

基本計画に即して策定しております。 

現在の計画は、平成 26年６月に国が基本計画を変更したことに伴い平成 27年３月に

変更したものです。 

具体的なＰＣＢ廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業㈱が設置したＰＣ

Ｂ廃棄物処理施設と、当該施設に持ち込む区域として定められた都道府県・政令市が協議
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を行いながら決めていくため、あらかじめ年次計画を策定することは困難ですが、カネミ

油症事件を起こしたＰＣＢは、有害な物質であり、分解しにくく、人体への蓄積性が高い

ことから、将来にわたり県民の健康や生活環境を保全する上で、長期にわたる保管の状況

を解消することは重要な課題と認識し、取組を進めてまいります。 

今後、ＰＣＢ廃棄物の処理を進めるに当たり、事業者への周知の徹底と対象機器の把

握による進捗管理が重要と考えております。 

そこで、毎年度のＰＣＢ廃棄物特別措置法に基づく保管事業者からの届出、現在実施

中の掘起し調査の結果などを整理の上、定期的にＰＣＢ使用機器の廃止の状況、ＰＣＢ廃

棄物の保管、処理の状況を把握し、進捗管理を行いながら進めてまいります。 

保管事業者への指導については、高濃度ＰＣＢ廃棄物のトランス・コンデンサは平成

35年３月、安定器は 36年３月までに処理することが必須であることを講習会や立入検査

など機会をとらえて周知・徹底し、適正処理を推進してまいります。 

また、ＰＣＢ含有のおそれがある安定器などの使用が見込まれる建築物については、

調査手法の提示及び対象リストの提供について国に要望しております。 
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４．子育て・県民生活 

（要望） 

（１）  子ども・子育て支援新制度の充実に向けて 

本年４月から導入された国の「子ども子育て支援新制度」は、さまざまな課題をかか

えながらスタートしました。この制度は、乳幼児期の教育や保育の総合的な提供や待機児

童対策などさまざまな支援の充実を図ることを主な目的としております。 

認定こども園は、国の政策の策定が遅れ、思ったほどの認定こども園を作れませんで

した。幼稚園と保育園の特徴を生かした認定こども園を今後充実していくには、事業者へ

の丁寧な説明とともに国に対し認定こども園の運営をしやすい施策をさらに充実させてい

くことを働きかけていくことが重要です。 

また、幼児虐待などの問題も県内で発生しており、幼児の死につながった事件も発生

してしまいました。このような状況を踏まえ、多様な子育て支援サービスの提供や指導員

の充実を図ることを求めます。 

（回答） 

県としては、認定こども園への移行については、事業者の意向を最大限尊重し、現行

の幼稚園や保育所が認定こども園への移行を希望した場合は、認可・認定基準を満たせば、

原則、認可・認定を行っていく方針です。 

そのため、事業者が移行への判断を適切に行えるよう、「認定こども園個別相談サポ

ート窓口」を設置し、事業者からの個別相談の対応に取り組む等の支援を行っております。 

多様な子育て支援サービスに取り組む市町村へ子ども・子育て支援交付金による補助

を実施するとともに、支援員等の資質の向上にも取り組んでまいります。 

 

（要望） 

（２）  携帯電話・スマートフォンに関する危険から青少年を守る施策の推進を 

近年携帯電話やスマートフォンの急速な普及によりこれらを悪用した犯罪等が横行し

ています。直近の調査では高校生のスマートフォン普及率は 92％を超えたとされていま

す。これらのスマートフォンを通したいじめやトラブルが数多く発生していることも指摘

されているところです。 

様々な機会を通し、青少年に対するスマートフォンの適切な使用方法など十分に啓発

活動を推進することを求めます。また、合わせてスマートフォンの危険性などに認識の薄

い保護者達への啓発活動の推進を求めます。 

（回答） 

県立高校においては、企業の社会貢献活動による携帯電話教室を実施しており、スマ

ートフォンについても、啓発活動を推進しております。携帯電話教室は、主に生徒を対象

として、適切な使用方法等について啓発しておりますが、保護者を対象としたものも実施

しております。 

平成 27年度には、スマートフォンの特性や危険性を理解してもらい、家庭でのルール

づくりを推奨する内容のリーフレットを作成し、県内すべての中学１年生及び高校１年生

の保護者に配布いたしました。 
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平成 28年度も引き続き、保護者への啓発活動に取り組んでまいります。 

 

（要望） 

（３）  消費者センターの改革に伴うさらなる体制の強化 

消費者センターの条例化が制定され、県民の消費者相談の体制が整いました。高齢者

を中心に多くの県民が消費者被害にあっております。 

相談員の資質の向上に努め、適切な相談を実施していただくことを望みます。さらに

は、各市町村が行っている消費者相談との連携を強化し、さまざまなトラブルを抱えてし

まった県民を一人でも多く適切に支援できるよう求めます。 

（回答） 

県では、県内消費生活相談の充実を図るため、相談員等に対する研修を実施するとと

もに、県・市町村担当者会議を定期的に開催し、相談員の資質向上及び相互間の情報交換

に取り組んでおります。また、新手の相談事例や対応困難な事例などについて専門分野別

グループを編成し、検討を行い、その結果を市町村へ提供するなど、今後も市町村と連携

し、消費者行政の充実を図ってまいります。 

 

（要望） 

（４）  マイナンバー制度の慎重な運用 

頬年度から導入されたマイナンバー制度は、導入時から様々な課題の指摘がありまし

た。しかし、納税や社会保障・災害等に情報の一元化の有用性は誰もが異論のないところ

でありますが、年金機構の個人情報の漏えい問題に象徴されるように、ネット社会には利

便性と同時に危険性が背中合わせにあります。個々の職員もそのことは十分に理解をして

いると思いますが、組織としてできる安全対策を講じるように求めます。 

（回答） 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の運用については、システムの安全性を

高めるため専用のネットワーク環境を整備し、操作端末も個人情報が漏えいしないような

仕組みとするなど、万全の対策を施してまいります。 

さらには、国のガイドラインを踏まえ、組織としての特定個人情報（個人番号を含む

個人情報）の安全管理に関する基本方針を整備する等、組織全体として特定個人情報の保

護に着実に取り組んでまいります。 

 

（要望） 

（５）  私立幼稚園特別支援教育費補助の充実 

県内私立幼稚園に通う特別な支援を必要とする子を持つ保護者は、幼稚園という環境

の中で共に学び、共に育つ幼児教育を願っています。しかし、特別な支援が必要とされる

幼児数は年々増加し、幼稚園での受け入れも難しくなっているのが現状です。 

そこで、一人でも多くの子どもを積極的に受け入れようとする園に対して、今後も充

実した助成措置を講じるよう求めます。 

（回答） 
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私立幼稚園における特別支援教育費補助については、国の助成制度を活用しながら、

これまでも補助対象園数の拡大を図ってまいりました。 

さらに、国の助成制度では対象とならない幼稚園等に対しましても、県として補助し

てきたところです。 

今後も国の制度や県の財政状況を勘案しながら検討してまいります。 
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５．医療・福祉 

（要望） 

（１）介護  介護全般について 

本県においても高齢化が極限まで進むことが予測される中、介護保険制度の枠内だけ

で諸課題を解決することは極めて困難です。そこで、県内に志を持ってこれらの問題を解

決していこうとしている人や組織がイノベーションを起こしていく環境を作っていくこと

が非常に重要です。また、本県より次代の介護を担える人材をあまた育成し、日本国内の

みならず海外に向けてもアプローチしていくことは、社会問題の解決だけではなく、介護

産業による本県経済の活性化にも大きく資すると考えます。以上より、介護全般について

以下の点を求めます。 

・介護にかかる諸課題を解決しようとしている起業家や事業所に対して、適切な支援

を行うとともに、イノベーションを阻む県の規制を緩和し、国に対しても規制の緩和

・撤廃を求めること 

（回答） 

質の高い介護サービス提供に対する適切な評価等により、従業者の資質向上や定着確

保に向けたインセンティブが働く仕組みの構築について、国に提案しております。 

 

（要望） 

・介護・福祉にかかる海外の優秀な人材を県立保健福祉大学等で育成し、各国の介護

・福祉における本県及び日本のプレゼンスを高めるように仕向けること 

（回答） 

外国人介護人材については、介護福祉士の国家資格を有する者を対象とする新たな在

留資格を創設する法案が国会に提出されていることから、この動向を注視してまいります。 

なお、保健福祉大学では、私費外国人留学生の試験区分を設け、外国からの留学生受

入れを行っており、介護・福祉を学ぶ社会福祉学科への留学生は、平成 15年度の開学以

来 25名を受入れております。 

平成 26年度は中国の大学２校から社会福祉学科への視察があり、平成 27年 7月 2日

には、韓国の昌信大学校社会福祉学科と本学社会福祉学科間で学術・教育交流の協定を締

結いたしました。 

 

（要望） 

・本県の抱える介護・福祉にかかる様々な諸課題に対して、民間企業のビジネス的手

法が用いることができないか調査・研究すること、またその点について積極的に県内

外のベンチャー企業などを巻き込むこと 

（回答） 

県では、人事、労務等にかかる民間企業の手法を学べる経営者向けセミナーを実施し、

特に中小規模の介護事業所の経営の健全化を支援しております。 

 

（要望） 
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介護にかかる人材育成・確保ついて 

団塊の世代が後期高齢者を迎えるいわゆる「2025年」問題を見据え、介護人材の不足

が大きな社会課題になっています。量だけでなく質の面においてもあらゆる手段を講じて

対応していくことが不可欠です。よって、介護にかかる人材の育成・確保について以下の

点を求めます。 

・介護職の処遇改善を国に求めること 

（回答） 

介護従事者の処遇改善について、業務内容に見合った適切な給与水準が確保されると

ともに、キャリアパスの取組が促進されるための報酬充実が図られる必要があると考えて

おります。 

そこで、介護保険制度において、質の高いサービス提供に対する適切な評価により、

従業者の資質向上や定着確保に向けたインセンティブが働く仕組みが構築されるよう国に

提案しております。 

 

（要望） 

・介護職がキャリアアップする機会を提供し、本当に必要としている現場の介護職員

に周知を徹底すること 

（回答） 

県では、介護の職場で働く人材のキャリアパス形成を支援するための研修事業の実施

や介護職員初任者研修を受講する際の受講料を事業者が負担する際の補助など、キャリア

アップを支援しております。 

また、事業の実施に当たっては、ホームページへの掲載やメール等により周知を図っ

ております。今後も、現場の介護職員に確実に情報が届くよう丁寧に周知してまいります。 

 

（要望） 

・介護事業所を経営できる人材の育成に努めること 

（回答） 

県では、介護事業所の経営者を対象としたセミナーの開催や経営アドバイザーの派遣

により、介護事業所の経営者層への支援に取り組んでおります。 

 

（要望） 

・障害、難病、ストーマケアなど様々なケースに対応できる専門性を持った介護職の

育成を促すこと 

（回答） 

介護職員初任者研修は、地域包括ケアシステムにおけるチームケアの提供を推進して

いくため、国で示されたカリキュラムに沿って実施しております。 

同研修の実施に当たっては、民間事業者等の指定を行い、受講機会を確保し、質の高

い人材の養成に努めております。 
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（要望） 

・介護職員初任者研修や介護支援専門員の資格取得や更新にかかるプロセスを最大限

効率化すること 

（回答） 

介護職員初任者研修の事業者指定や介護支援専門員の資格更新については、介護保険

法等に定められた手続きにしたがって、処理しております。 

 

（要望） 

介護にかかるサービス・インフラについて 

介護を必要とする県民が増えるに従い、介護にかかるサービスやインフラに対する要

望が増加しています。厳しい財政事情の中、介護事務を効率化し、サービスの向上を図る

ことが必要です。また、介護施設や事業所は災害弱者が集まる場所であり、これらにおけ

る災害対策も年々重要性が高まっています。よって、介護にかかるサービス・インフラに

ついて以下を求めます。 

・介護事業所が県に提出する書類を減らし、事務効率を上げることができないか調査

・研究を行うこと 

（回答） 

介護サービス事業者が行う各種申請・届出等の際、県から提出を求める書類の軽減に

ついては、必要最低限度のものとするよう努めているところでありますが、更なる軽減が

できないかについては、事業者の事務負担の現状を踏まえ、今後の研究課題といたします。 

 

（要望） 

・介護施設における災害時の設備(自家発電装置、燃料タンク等)に対する財政的な支

援を可能な限り進めること 

（回答） 

県では、東日本大震災を受け、平成 23年度に人工呼吸器等の機器の作動に必要な自家

発電装置がない介護保険施設に対し、自家発電装置の整備費補助を実施いたしました。 

 

（要望） 

・通院困難者対策と、介護保険施設・医療保険施設間の患者送迎の費用改善に努める

こと、また透析患者の老齢化について老健施設等への透析治療施設の併設を促すこと 

（回答） 

介護保険施設の入所者が、人工透析など当該施設では必要な医療の提供が困難である

ため、医師の指示により他の医療機関に通院する場合は、原則として当該施設職員が付き

添う必要があります。この場合、介護職員の人件費、車両の使用に係る費用等は、当該施

設の介護サービスの一環として行われるものであるため、当該施設が負担する必要があり

ます。ただし、遠方の医療機関への入院等の場合は、交通費について当該施設が入居者か

ら実費相当を徴収することは可能とされています。 

一方、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は、病状が比較的安定している入所者
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・入院患者に対する医療については、施設で対応することとされているため、施設が提供

する医療の費用については介護保険の報酬で対応することとなりますが、透析を必要とす

る入所者・入院患者の受入れに当たって、現在の介護報酬等で対応することは困難と思わ

れるため、県では、こうした透析を必要とする入所者・入院患者に対応できる施設の拡充

を図るため、介護報酬での評価や医療保険で対応できる範囲の拡大について国に要望して

おります。 

 

（要望） 

（２）障害者福祉  障害者に対する理解の促進について 

障害がある人もない人も共生できる社会を目指すべきであると考えます。その際最も

重要なことは障害に対する県民の理解です。よって、障害者に対する理解の促進について

以下の点を求めます。 

・障害者の差別を禁止する趣旨の条例の制定へ向けた調査・研究を行うこと 

（回答） 

障害者差別に関する取組は、今後の国の動向等も踏まえながら、法に基づく取組を積

極的に進めていきたいと考えており、現時点では、県としての条例制定は検討しておりま

せん。 

 

（要望） 

・オストメイトにかかる県民理解を高めるよう啓発に努めること(オストメイト装具に

関する呼称に対する配慮も含む) 

（回答） 

県では、平成 27年度から新たに「オストメイト社会参加推進事業」を実施し、オスト

メイトに関する正しい知識の習得と理解の促進を図るため、啓発リーフレットを作成し一

般県民向けに配布するとともに、入浴施設等に対し、オストメイトの受け入れについて理

解を求めております。 

また、オストメイトを対象としたストーマ用装具の使用に関する講習会や、装着者の

社会生活に必要な基本事項に関する相談会などを行なう「オストメイト社会適応訓練事業」

も実施しております。今後もオストメイトが安心して社会生活を送れるよう努めてまいり

ます。 

 

（要望） 

障害者福祉にかかる人材の育成・確保について 

障害者施設やサービスにおいては、人材の量と質の不足が深刻です。厳しい財政事情

ではありますが、可能な限り障害者福祉にかかる人材を育成・確保していくことは県民の

共生という点からも積極的に進めるべきです。よって、障害者福祉にかかる人材の育成・

確保について以下の点を求めます。 

・障害者地域活動支援センターにおける専門職員配置事業において、記載されている

専門職を国家資格の福祉職とし、さらに市町村長が認めたものを対象に加えること 
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（回答） 

平成 25年度まで県単独補助金として実施してきた障害者地域活動支援センター事業に

ついては、平成 26年度から市町村事業推進交付金の構成事業となりましたが、当面は対

象事業や補助率などの要件を引き継ぐこととしております。専門職員配置事業の対象拡大

等、今後の制度の見直しに当たっては、市町村と十分調整してまいります。 

 

（要望） 

・教師が慢性疾患児の理解を深めるための研修を実施し、子供たちに病気の理解を促

すよう指導すること 

（回答） 

教職員に対する慢性疾患児の理解を深めるための研修については、総合教育センター

において、特別支援学校の病弱教育部門等に在籍する子どもたちの理解を深めるための研

修や重度・重複障害児へのかかわり方について学ぶ研修を実施しており、引き続き対応し

てまいります。 

 

（要望） 

障害者福祉にかかるインフラの整備について 

県有施設においては一部老朽化も進み、バリアフリーの環境にそぐわないものが散見

されるようになっています。福祉先進県であった本県の威信を取り戻すためにも、目に見

える部分でのインフラ整備も可能な限り進めてください。よって、障害者福祉にかかるイ

ンフラの整備について、以下の点を求めます。 

・県所管施設(県庁、県民ホール、県民サポートセンター、県社会福祉会館など)のバ

リアフリー化を推進すること 

（回答） 

県では、これまでも県有施設のバリアフリー対策として、多目的トイレの整備や、敷

地内の段差解消、車いす使用者用駐車区画のカラー塗装などを実施しており、引き続き、

来庁者が安全かつ快適に県有施設利用できるよう対策を行ってまいります。 

 

（要望） 

・病院、公共施設及び商業施設に整備が進む「みんなのトイレ」について、設置され

るベッドの規格を「みんな」が使えるように成人用の仕様になるように関係機関に促

すこと、またオストメイト対応トイレの設置を推進すること 

（回答） 

「みんなのトイレ」の設備は、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則

で定める公共的施設の整備基準で規定しております。成人用ベッドは、整備基準のガイド

ブックで「介護用のベッドを設けること」が望ましいとしており、行政、民間事業者それ

ぞれの自主的な取組により普及を進めております。また、オストメイト対応トイレについ

ては、整備基準でオストメイト対応の設備を設けることとしており、引き続き、条例の適

正な運用に努めてまいります。 
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（要望） 

・大和市への特別支援学校設置要望があるため、設置にかかる調査・研究を進めるこ

と、また特別支援学校過疎地域への補完的対応として分校、分教室の設置に努めるこ

と 

（回答） 

特別支援学校の設置については、「県立教育施設再整備１０か年計画（まなびや計

画）」に基づき新設校の整備を進めており、計画終了後の対応については、児童・生徒の

通学状況やインクルーシブ教育の推進の状況を踏まえ、検討してまいります。県央地域に

おいては海老名市内にえびな支援学校を設置することとし、平成 28年４月の開校に向け

て、準備を進めております。 

 

（要望） 

・県央福祉圏域の医療介護型施設の増床と新規施設の設置を図ること、また湘南東部

福祉圏域に療養介護施設の設置を図ること 

（回答） 

広域的な役割のある県としては、県内に新たに整備された重症心身障害児者の入所施

設に入所の必要性の高い重症心身障害児者の入所調整を行っているところです。 

今後も、そうした入所調整を進めつつ、重症心身障害児者が地域で安心して生活でき

るよう、必要な対応について検討してまいります。 

なお、神奈川県総合リハビリテーションセンターの再整備事業に現在取り組んでおり

ますが、再整備後も七沢療育園については現行の入所定員（40名）のまま、引き続き運

営を行っていく予定です。 

 

（要望） 

・人材不足で移動支援サービスが利用できない地域に事業所の設置を促し、何処に住

んでいても、何時でも利用できるように講じるように努めることと、このことが予算

的に困難な場合は、この課題を解決できるような仕組みづくりの調査、研究を進める

こと 

（回答） 

障害者総合的支援法において、移動支援事業は市町村の地域生活支援事業の必須事業

として位置付けられており、全市町村が地域の実情に応じて実施しております。 

人材不足については、移動支援事業に限らず、様々な事業で課題となっていることは

認識しておりますので、引き続き福祉・介護の人材確保に努めてまいります。 

 

（要望） 

障害者福祉にかかるサービスについて 

障害者福祉にかかるサービスについては、公平性の観点からまずは他県で行っている

施策を同様に実施した上で、本県独自の展開を行っていくべきであると考えます。よって、
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障害者福祉にかかるサービスについて以下を求めます。 

・生活介護サービス費(1日につき)の報酬単価の見直しにより生活介護中心の事業所運

営が難しくなっているため、激変緩和措置を講ずること 

（回答） 

生活介護サービス費は、障害者総合支援法に基づく全国的な制度である自立支援給付

により行われております。県では、国の制度について改善の必要があると考えられる事項

については国に要望を行っておりますが、あくまでも国の制度が基本であり、これに重ね

て県独自の措置を講ずる考えはありません。 

なお、事業者の経営基盤強化のため、平成 27年度報酬改定の効果を検証するとともに、

法の目指すサービス提供の確保や、福祉・介護人材の安定的確保ができるような報酬額等

について必要な改善を図るよう、他の都道府県と共同で国に要望しております。 

 

（要望） 

・精神障害者について、「神奈川県重度障害者医療費助成制度」を精神障害者にも、

身体障害者や知的障害者と同等に適用すること、また県内の「バス運賃割引制度」を

精神障害者に対しても適用するように神奈川県バス協会及び県内バス業者に働きかけ

ること、さらに精神科救急医療体制を拡充し、仕組みに関する情報を整備し公開する

こと 

（回答） 

精神障害者のバス割引について、神奈川県バス協会を通じた働きかけを行ってきてお

り、今年度も神奈川県バス協会に要望を行ったところです。今後も引き続き要望してまい

ります。 

重度障害者医療費助成制度については、平成 24年度から、精神障害１級の方の通院を

対象としております。 

県では、身体・知的の重度障害者に相当するのは精神障害１級であり、身体・知的障

害者との均衡を図る意味から、精神障害１級の方を制度の対象としております。 

また、入院を対象とするためには、市町村の財政的負担の問題や精神障害者入院医療

援護金制度との関係を整理する必要があると認識しております。 

なお、今後の制度のあり方については、見直しによる県民や市町村の影響が大きいこ

とから、まずは市町村との検討の場を設け、制度の様々な課題について協議してまいりま

す。 

精神科救急医療体制の仕組みについては、精神保健福祉センターのホームページで公

開しております。現在、県ホームページの「かながわ医療情報検索サービス」から「保健

医療計画掲載施設」として「救急医療を担う医療機関」の中に「精神科救急医療参加病院」

を検索することができます。 

 

（要望） 

・重度心身障害者医療費助成制度に関連した市町村格差の是正を関係機関に求めるこ

と 
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（回答） 

重度障害者医療費助成制度については、平成 17年度に全市町村から、制度の将来にわ

たる安定的・継続的な運営を図るために、制度の抜本的な見直しを求める要望が出された

ことから、県では、市町と県で構成する検討会を設置して協議するとともに、全市町村か

らの意見も聞きながら検討を進め、一部負担金の導入、所得制限の導入、対象者の見直し

を行いました。 

この制度の見直しは、市町村との議論をもとに行ったものですので、見直しの趣旨を

ご理解くださるようお願いします。 

なお、今後の制度のあり方については、見直しによる県民や市町村の影響が大きいこ

とから、まずは市町村との検討の場を設け、制度の様々な課題について協議してまいりま

す。 

また、県では、地域間のサービス水準の格差是正に向け、国の責任において、身体・

知的・精神の重度障害者等への医療費助成の統一的な公費負担制度を創設するよう要望し

ているところであり、今後も引き続き要望してまいります。 

 

（要望） 

障害者への教育やその生活・雇用について 

共生の社会をつくるためには、障害児・者の教育の機会の確保は不可欠です。また、

その後の生活を円滑に行うための労働の機会の確保や家族負担の軽減も社会の仕組みとし

て整備していくことも大切です。よって、障害者への教育やその生活・雇用について以下

を求めます。 

・特別支援学校に通う医療的ケアの必要な児童生徒が安心・安全に通学できるよう、

対策を講じること、また特別支援学校での校外学習に親の付き添いが無くても医療的

ケアの必要な児童生徒が参加できるように図ること、さらに 18歳を過ぎた障害者及び

家族へのカウンセリングを受けられるように配慮すること 

（回答） 

医療ケア等が必要な児童・生徒については、教員と看護師が連携して体調や医療ケア

等の状態等を個別具体的に検討し、安心・安全な方法で通学していただいております。 

また、校外学習及び遠足や修学旅行等の宿泊学習において、医療ケア等を必要とする

児童・生徒に対しては、学校ごとに参加方法等を個別具体的に検討し、看護師と教員が協

働連携して安全に医療ケア等を実施しております。 

しかしながら、児童・生徒の状況によっては、安全に校外学習等を実施するために、

保護者へ付き添いをお願いすることもあります。 

なお、県教育委員会においては、看護師の引率をサポートするために、県教育委員会

に所属する看護師を学校へ派遣する体制を整えております。 

また、通学支援は、障害者総合支援法上、市町村が実施する地域生活支援事業の移動

支援事業の中に位置づけられており、通学支援連携システム事業を実施しているＮＰＯ法

人等との連携や働きかけを通じて、支援の充実に取り組んでまいります。 

さらに、障害者及びその家族の相談支援については、障害者総合支援法に基づき、市
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町村が行う地域生活支援事業の障害者相談支援事業において実施されており、市町村と連

携し、相談支援の充実に努めてまいります。 

 

（要望） 

・障害児就学前検診について、移住地区の小学校で受診するように関係機関に促すこ

と 

（回答） 

就学時の健康診断については、学校保健安全法等に基づき、入学する前年の 11月 30

日までに、居住する市町村教育委員会が小学校等を会場として実施しております。 

 

（要望） 

・特別支援学校における専門職の配置を充実させ、学校機能の向上に努めること、ま

た給食設備が医療的ケアの児童に十分に対応できる内容に整備するよう努めること 

（回答） 

県では、県立特別支援学校を５ブロックに分け、各ブロックに理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、臨床心理士の資格を有する自立活動教諭（専門職）を配置して、子ども

たちの多様な教育的ニーズに対応しております。 

また、医療的ケアに対応した給食設備の整備については、関係機関との調整を図って

まいります。 

 

（要望） 

・特別支援学校における ICT教育を推進すること 

（回答） 

特別支援学校では平成 26年度から、タブレット型端末、電子黒板等のＩＣＴ機器の整

備を行ってきたところです。今後は、実質的に１人１台の整備を目指し計画的な整備を行

ってまいります。 

 

（要望） 

・障害者雇用の促進（内部障害者が短時間でも最低賃金で働ける就労継続支援Ａ型事

業所の設置の促進など）を促進すること、また障害者優先調達推進法を活用するに当

たり、県としてどのような物品や役務を必要としているのかを具体的に公表すると同

時に、県としても県職員が行うには非効率な単純業務などを精査し、県内の障害者の

方々にさらなる仕事を提供できるよう調査・研究を行うこと 

（回答） 

働く意欲のある障害者が、その適性に応じて、能力を十分に発揮することができるよ

う、一般就労及び福祉的就労への支援に取り組んでまいります。 

県の調達実績については、現在、調達実績の概要のみを公表しておりますが、より具

体的な内容を公表できるよう検討してまいります。 

また、障害者優先調達推進法に基づく本県の調達方針を踏まえ、これまで調達実績の
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ある業務等だけでなく、実績のない業務等についても、障害者就労施設等からの調達を推

進してまいります。 

 

（要望） 

・障害者の家族が自分らしい生活を送り、子供たちの将来に対する不安を少しでも軽

減するために、障害者が短期入所しやすい、そして施設やグループホームを活用しや

すい環境づくりを進めること 

（回答） 

平成 26年度に改定を行った「神奈川県障害福祉計画」では、国が福祉計画を定める際

の考え方を示した基本指針に基づき、介護者の高齢化等を見据えた相談支援機能や緊急時

の受け入れ機能などの既存の必要な機能が有機的な連携をとることにより、地域生活を支

える効果的な支援として、地域生活支援拠点等を整備することとしております。 

なお、障害者が地域生活を維持継続するために重要な基盤である短期入所やグループ

ホームの整備や設置については、引き続き促進してまいります。 

 

（要望） 

（３）医療  本県の医療課題に対する理解の促進 

本県の死亡原因の第１位であるがん対策は最も重要な課題です。また、少子化が進行

する本県においては周産期医療の充実も重要な課題です。これらの医療課題に対する県民

理解をさらに高め、インフラ・ソフト及び人材といった多様な側面から対応していく必要

があると考えます。よって、本県の医療課題に対する理解の促進について以下の点を求め

ます。 

・県立がんセンターにおいて重粒子線治療を導入することを契機に、個人の経済的負

担の軽減のために適正な水準での医療保険の適用を認め、医療保険適用外の治療につ

いては先進医療 Aを継続することを国に求めること 

（回答） 

重粒子線治療については、知事から内閣官房長官及び厚生労働大臣に対して、保険適

用を要望するとともに、保険適用されない場合は先進医療Ａを継続するよう直接要望いた

しました。また、平成 28年１月 14日に開催された「先進医療会議」において一部保険適

用とし、それ以外のものは先進医療を継続する方針が示されました。 

 

（要望） 

・NICU（新生児集中治療室）や MFICU（母体胎児集中治療室）などの整備並びに専門医

の増員等を充実させ、難病対策を含め、安心して子どもを産める医療環境の整備をす

ること、また助産師の安全な周産期医療の体制と連携強化に関する調査・研究を進め

ること 

（回答） 

県では国庫補助制度等を活用し、ＮＩＣＵ等周産期医療施設の整備を図るとともに、

総合及び地域周産期母子医療センターの運営体制の強化にも取り組んでおり、今後も引き



維新の党 

 

- 23 - 

続き周産期医療体制の整備、充実を進めてまいります。 

特に、県立病院においては、県立こども医療センターのＮＩＣＵの増床等を進めてい

く予定です。 

また、助産所については、現在は嘱託医師での対応が困難で緊急に高次医療機関での

対応を必要とする救急患者が発生した場合、嘱託医師から周産期救急医療システムでの受

入調整の依頼を受けることで運用しておりますが、ハイリスク分娩の増加に伴い緊急に高

次医療機関での対応が必要な事案が増加している現状を鑑み、関係医療機関等と相談しな

がら、今後のシステムの運用について検討してまいります。 

 

（要望） 

・成人病、特に糖尿病に対する重症化予防と啓発活動を進めること 

（回答） 

県では、かながわ健康プラン２１の取り組み方針として、「主な生活習慣病の発症予

防と重症化予防の徹底」を掲げておりますが、その一環として平成 25年度から３年間、

自発的な生活改善につながる効果的な保健指導の構築を目標に「かながわ保健指導モデル

事業」を３か所の自治体で実施いたしました。その中で糖尿病の重症化予防に焦点をあて

た教室も開催しており、検査データの改善等の成果が少しずつ表れております。平成 28

年度は、６か所の自治体に保健指導モデルの実施を委託し、より多くの実証データの蓄積

を図るとともに、モデル事業で構築した保健指導方法の全県展開に向け、市町村補助事業

等も活用して取り組み、糖尿病を含む生活習慣病の発症や重症化予防を推進していく予定

です。 

また平成 27年度は、世界糖尿病デーに本庁舎のブルーライトアップを行い、糖尿病の

予防や治療、療養の喚起を呼びかけました。また県内大型ビジョンやバス内のデジタルサ

イネージにおいて、糖尿病対策として、生活習慣の改善を推進する啓発映像の放映を行い

ました。今後も、引き続き啓発活動を進めてまいります。 

 

（要望） 

・「地域医療構想」の策定や「神奈川県歯科保健医療事業計画」の策定の際に県民の

意見を聞く機会を設けること 

（回答） 

地域医療構想の策定に当たっては、公募委員が参画する「神奈川県保健医療計画推進

会議」において検討を行うとともに、構想（案）についてパブリックコメントを行う予定

です。 

また、本県では、平成 25年３月に「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画」を策

定し、歯及び口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進する体制を整え、運用しており

ます。 

同計画の策定に際しては県民に意見を聞くため、パブリックコメントを実施し、意見

を同計画に反映させました。 

なお、同計画は平成 29年度に中間評価、計画の見直しを予定しており、計画改定時に
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パブリックコメントの実施を予定しております。 

 

（要望） 

医療人材の育成・確保について 

健康寿命日本一を目指す本県において、それらを支える医療人材の育成・確保は重要

な課題です。特に深刻な人材不足が叫ばれる看護師の確保は早急な対応が求められます。

よって、医療人材の育成・確保について、以下の点について求めます。 

・医師や看護師などの医療従事者の資質向上に資する研修の機会を提供するための予

算面での措置をすすめること、また県内のマンモグラフィ講習会が適切に実施される

ように、予算面での配慮に努めること 

（回答） 

県としても、医療人材の確保については、重要な課題であると認識しており、産科等

医師就学資金貸付制度などを通じて、必要な医療人材の確保に努めております。 

資質向上については、個々の医療従事者の責務と考えており、マンモグラフィ講習会

の補助金の大幅な増額は困難ですが、今後も「がん・循環器病対策部会 乳がん分科会」

において、乳がん検診の精度管理を行うとともに、精度向上のための方策を検討協議し、

乳がん検診の精度向上を支援してまいります。 

 

（要望） 

・「地域枠医師のキャリア形成の取り組み」を一体的に支援することを主要な役割と

する地域医療支援センターが実効性のあるものとなるように努めること 

（回答） 

県では、特定の診療科や地域による医師の偏在の解消に取り組むため、平成 27年 10

月に地域医療支援センターを設置いたしました。同センターの運営に当たっては、医師の

キャリア形成支援や医師不足病院への支援など、その業務をより実効性のあるものとする

ため、センター運営委員会で具体的な取組を検討しつつ、医療対策協議会と調整しながら

適切に支援に努めてまいります。 

 

（要望） 

・訪問看護ステーションや介護施設における看護職の人材確保と育成について適切な

予算を措置すること 

（回答） 

県では、訪問看護に必要な基本的知識・技術を修得する訪問看護養成講習会や訪問看

護ステーションや介護施設で働きたいと考えている看護職を対象とした研修及び見学会開

催などに取り組んでおります。 

今後も関係団体の意見を踏まえ「地域医療介護総合確保基金」を活用し、確保対策に

取り組んでまいります。 

 

（要望） 
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・看護学生・助産学生の実習受け入れ体制の強化に努めること 

（回答） 

県では、実習受入施設に対する補助や病院の教育担当者へのアドバイス活動を行う

「看護実践教育アドバイザー」を実習病院へ派遣しているほか、学生の実習受入を拡充し

ている実習施設へ補助を行っております。 

また、質の高い実習指導を行える指導者を安定的に育成するため、県立保健福祉大学

実践教育センターで、病院等に勤務する看護師等を対象とした実習指導者講習会や、訪問

看護ステーションや助産所等を対象とした特定分野実習指導者講習会を開催しております。 

 

（要望） 

医療インフラ・サービスの整備について 

東日本大震災において、災害医療体制の整備の重要性が再認識されました。また、

様々な医療サービスに対する県民ニーズも高まっています。よって、医療インフラ・サー

ビスの整備について、以下の点を求めます。 

・災害医療体制の整備に関して、県災害コーディネーター活動の活動拠点場所及び整

備の充実を図ること、また地域災害医療コーディネーターの創立と充実を図るための

費用の拡充に努めること、さらに病院における災害時の設備(自家発電装置、燃料タン

ク等)に対する財政的な支援を可能な限り進めること 

（回答） 

災害医療コーディネーターは、災害発生時に、知事の要請に基づき、県庁舎内に設置

する県医療救護本部に参集し、ここを活動拠点場所として、県医療救護本部で医療救護活

動に関して必要な判断・調整等を行うことになります。県医療救護本部には、行政防災無

線網、ＭＣＡ無線、災害情報管理システム、衛星携帯電話等を災害時の情報収集のために

整備しております。 

神奈川県医師会をはじめとした医療関係団体、神奈川県災害医療コーディネーター、

消防、警察、市町村等の関係機関が参加した神奈川県災害医療対策会議やその下の専門部

会（医療活動部会等）において、地域のコーディネート機能の充実について協議を進めた

結果、平成 27年 12月に新たに地域災害医療コーディネーターを設置することとし、平成

28年度当初予算案においてもコーディネーター研修等の予算を計上しております。 

また、県では災害時の医療提供体制確保のため、国庫補助制度を活用し、病院の耐震

診断及び改築・改修等の地震対策に要する費用に対して支援を行っております。 

なお、災害拠点病院以外の中小の医療機関に対する非常用自家発電設備の燃料確保、

設備の設置・拡充への支援について、財源措置を講ずるよう国に対して要望しております。 

 

（要望） 

・医療と介護の連携を促進するための在宅医療 ICTシステムにより多くの参加者がか

かわり、同システムが効率的かつ効果的に運営されるように予算面での配慮を行うこ

と 

（回答） 
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県では、「地域医療介護総合確保基金」を活用して、医療介護連携のＩＣＴシステム

導入のモデル事業などを行っております。 

 

（要望） 

・県直下での発災時における透析患者の移送計画の明確化を進めること 

（回答） 

本県では、平成 27年３月に「災害時透析患者支援マニュアル」を改定し、県内市町村

及び透析施設に配布するとともに、透析施設の「神奈川県救急医療情報システム」への登

録を進めてまいりました。 

今後とも県内全透析施設の登録に向けて働きかけるとともに、関係機関と協力しなが

ら、様々な機会を活用し、マニュアルが充分に浸透するよう努めてまいります。 

さらに「神奈川県救急医療情報システム」の通信訓練については、透析施設の参加率

を高めるため、昨年度に引き続き、早期に開催予定時期をお知らせした上で、日程確定後

に県内の透析施設に対する周知を行いました。 

また、災害時の透析施設同士が共助できる環境づくりや、透析可能施設への患者の割

り振りなどについては、本県としても課題と認識しておりますので、今後、関係機関と意

見交換をする機会を設けるなど、災害時におけるネットワークの構築について検討してま

いります。 

 

（要望） 

・県内に成人先天性心疾患を専門的に診察できる医療体制の整備を講じること、また

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として県が行う任意事業の計画、自立支援協議

会に患者会がメンバーとして参加できるように配慮すること 

（回答） 

現在、成人の先天性心疾患の患者さんを診察している医療機関が、県内に複数あるこ

とは承知しておりますが、各疾患を専門的に診察できる医療体制の整備については、原則

的には各医療機関の取組によります。 

また、患者やその家族の声、ニーズを反映するため、医療機関や保健所、患者団体な

どで構成します「慢性疾病児童地域支援協議会」を今後設置いたしまして、必要な支援策

を検討してまいります。 

 

（要望） 

・膀胱直腸障害３・４級についても医療費助成の対象とするよう努めること 

（回答） 

重度障害者医療費助成制度の県の補助対象は、身体障害者１・２級、ＩＱ35以下、身

体障害者等級３級でかつＩＱ50以下、精神障害者等級１級の重度障害者（精神障害は通

院に係るもの）となっておりますが、今後の制度のあり方については、見直しによる県民

や市町村の影響が大きいことから、まずは市町村との検討の場を設け、制度の様々な課題

について協議してまいります。 
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（要望） 

（４）児童福祉  保育士人材の確保について 

保育士の不足が深刻です。保育ニーズが年々増加する一方で、待遇の悪化等の理由か

ら保育士のなり手が少ないこともその原因です。よって、保育士人材の確保について以下

を求めます。 

・保育士の処遇の改善を国に求めること 

（回答） 

現任保育士が就業継続できるよう、他の職種の給与水準も踏まえた処遇改善を国に要

望しております。 

 

（要望） 

・平成２８年度より、通常の保育士試験の複数回実施を行うこと 

（回答） 

保育士試験は、平成 28年度から全国で年２回実施する予定です。２回目の試験を全国

共通の試験とするか地域限定試験とするかは、平成 27年度の実施結果を踏まえて今後検

討いたします。 

 

（要望） 

学童保育について 

学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童

が自立するための成長支援・健全育成を実践する場でもあります。「仕事と子育ての両立」

が求められる現在、学童保育の拡充とそれを担う学童保育指導員の待遇の改善は大きな社

会課題となっています。よって、学童保育について以下を求めます。 

・県内の学童保育が適切に運営できるような財政措置に努めること 

（回答） 

放課後児童健全育成事業費補助については、所要額を措置しております。 

 

（要望） 

・学童保育指導員の質を確保するための研修の機会を提供すること 

（回答） 

放課後児童支援員等の研修については、専門性の高い研修を実施し、支援員等の専門

性向上が図られるよう取り組んでまいります。また、県が実施している資質向上研修では、

放課後児童クラブが開所する時間を避けて、平日の午前中に行うなど、指導員が参加しや

すい環境を作っております。 

 

（要望） 

・国の「放課後児童支援員等処遇改善等事業」の予算化に努めること 

（回答） 
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放課後児童健全育成事業費補助については、所要額を措置しております。 
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６．教育 

（要望） 

（１）  社会情勢等を踏まえた県立高校改革等について 

人口減少社会を迎え、本県の総人口も平成３０年に９１４万人程度をピークに、以降、

減少に転じる方向にあります。公立中学校卒業生数は、平成２６年の約７万人をピークに、

平成３３年には６万４，０００人へと減少する見込みです。このような状況や、２１世紀

の社会で活躍する人材育成の観点からも、知識・情報・技術を習得する教育、生徒の学び

と成長にとって必要な視点が求められるスチューデントファーストの考えが求められてい

ます。 

これらの状況を鑑み、県立高校改革実施計画の確実な実行と共に、インクルーシブ教

育においては体制整備と同時並行で、生徒が障害のある生徒を理解する教育を求めます。 

また、全日制高校進学率（平成 27年３月 90.2％）の更なる向上に取組むことと、学習

状況に課題のある生徒や学び直しを受け入れるためのクリエイティブスクールの受け入れ

枠の拡充を求めます。 

加えて、平成２８年夏の参議院議員選挙からは、選挙権が１８歳から付与されること

となり、教育現場における実社会教育の重要性が増してきています。社会人としての常識

を育むことも公教育の大きな役割であるところ、専門家による授業（助産師による命の授

業、社会保険労務士による就労にあたっての心構えの授業、など）の充実を求めます。 

（回答） 

インクルーシブ教育推進に向けて、障害のある生徒に高校教育を受ける機会を拡大す

るため、地域バランス等に配慮しながら、インクルーシブ教育実践推進校を指定する予定

です。まず、県立高校改革実施計画の当初４年間で３校をパイロット校として指定し、同

計画期間中において段階的に 20校程度まで拡大します。この指定校において、入学者選

抜や教育課程、進路支援等について検討し、生徒の受け入れ体制を整えてまいります。 

また、入学定員については、今後も公私協調のもと全日制進学率の向上に取り組んで

まいります。クリエイティブスクールについては、県立高校改革の中で増設をしてまいり

ます。 

加えて、県立高校では、仕事や職業等、学校の学びを実社会と繋げることを念頭に、

平成 20年度からキャリア教育を推進しており、神奈川県社会保険労務士会の方々から取

組の紹介をいただいてから、平成 26年度までに複数の県立高校において、「働くことの

意味」や「フリーターと正社員との違い」などの内容について、出前授業という形で講演

などを実施していただいております。 

今後も、社会保険労務士の方等、専門家との連携を図りながら、県立高校の教育活動

の充実に努めてまいります。 

 

（要望） 

（２）  広域自治体が担うスポーツ施策と一元組織のあり方 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催に伴う事前事業・本番開催・事後

事業など、今世紀、我が国のスポーツ環境は大きな変化をもたらされることになります。 
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これと並行し、開催地の隣県でもある本県の県内スポーツ施設やスポーツ施策のあり

方については、市町村と協議の上、役割を明確にする必要があります。 

また、広域自治体が担うべき施策として、県内トップレベルの選手や団体の育成・強

化、世界で活躍が見込めるトップアスリートの育成に取り組み、その施設機能を県内唯一

のスポーツ複合施設でもある県立体育センターが担うべきです。 

よって、同施設を PFI事業において整備する過程において、本県ならではの環境に配

慮した優れた機能を有する施設に整備することを求めます。 

さらに、来年度、教育局が所管するスポーツ課と知事部局に組織するスポーツに関連

した部局の統合組織については、スポーツ統合組織ならではの県民スポーツの発展に寄与

する施策の実施を併せて求めます。 

（回答） 

県立体育センターについては、市町村との役割分担を踏まえ、市町村の施設では実施

が難しい競技の練習等の環境整備に重点を置いて、民間の活力を活かしながら、全ての県

民のスポーツ振興拠点となるよう再整備を進めてまいります。 

また、本庁機関の再編については、今後、競技スポーツはもとより、オリンピック・

パラリンピックの成功に向けた支援と、県の地域振興や健康寿命日本一にもつながる様々

なスポーツ施策を、より一層総合的に推進する必要がありますので、スポーツ行政を一元

的に所管する体制の整備を図ってまいります。 

 

（要望） 

（３）  県費負担教職員の給与負担に係る事務等の政令指定都市への円滑な移譲 

現在、市町村立の小中学校と特別支援学校の教職員について、その給与は、政令指定

都市の教職員の分も含めて県が負担していることから、県費負担教職員と呼ばれています。 

一方、この県費負担教職員の任命権は、一般市町村においては、給与負担と同様に県

が有していますが、政令指定都市においては、特例として県ではなく政令指定都市が有し

ているため、政令指定都市の教職員については、任命権者と給与負担者が異なるという、

いわゆる「ねじれ」の状態にあります。 

この「ねじれ」の状態を解消することは、本県をはじめ多くの自治体で長年の課題と

なっていましたが、一昨年１１月、道府県と政令指定都市は、財源措置として個人住民税

所得割２％を前者から後者へ税源移譲、残りは臨時財政対策債を含む地方交付税で措置し、

給与負担・事務・権限等の移譲をすることに合意をいたしました。 

道府県から政令指定都市への税源移譲は初めてのケースであり、様々な混乱も予想さ

れますので、平成２９年度からの運用開始に向け、システム面も含め、円滑な事務の引継

が出来るよう「指定都市への県費負担教職員事務の移管に関する協議会」での詳細な協議

を積み重ね、着実な移譲を進めていくよう求めます。 

（回答） 

事務の移譲を確実に実現するため、平成 25年 11月末に、県及び指定都市の所管の課

長等を構成メンバーとする「指定都市への県費負担教職員事務の移管に関する協議会」を

立ち上げ、随時開催し、情報提供などの取組を進めているところです。今後も、引き続き
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こうした取組を通して指定都市と密接に連携し、円滑な事務移譲に取り組んでまいります。 

教職員定数等に関する事務については、今後とも、必要な情報の提供に努めてまいり

ます。 
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７．県土整備 

（要望） 

（１）  まちづくりに関する計画策定 

超少子高齢化の進展により「人口減少社会」が到来しています。本県においても、現

在９１１．８万人の人口は、２０１８（平成３０）年に９１３．４万人でピークを迎え、

その後は減少していくことが予測されています。 

このような状況のなか、都市計画の権限が移譲され、今後のまちづくりの主体は基礎

自治体へ移行いたしましたが、広域的な計画や全県にわたる計画にあたっては、これまで

通り県が主体となり推進していくことに変わりはないものと考えます。 

県と市町村が連携して、他の都道府県に負けない魅力あるまちづくりを進めることが、

本県の人口や活力を維持することに繋がります。 

今後も魅力あふれる本県のまちづくりを創出するために、権限移譲の目的や市町村の

意見を十分に踏まえ、各々連携を図りながら、各種まちづくり計画の策定に取り組むよう

求めます。 

（回答） 

各種まちづくりの計画策定については、今後とも広域自治体としての立場から適切に

進めてまいります。 

なお、現在、県（政令市を除く）が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針」の見直し作業を進めておりますが、今回の見直しから広域都市計画圏において共通す

る方針や解決すべき課題を新たに追加し、より広域的な視点からのまちづくりの推進に努

めております。 

 

（要望） 

（２）  自然災害対策の推進 

近年、豪雨・豪雪・竜巻・大型台風の襲来や、これらを原因とする土砂崩れ・水害な

ど、想定を超えた自然災害が発生し、これまでの計画では対応しきれない状況も見受けら

れます。 

都市の安全性の向上を図るためには、建築土木の構造物・ライフライン施設・防災関

連施設等の整備を進めることが重要であり、また、その基準となる設計方法等の見直しも

行わなければなりません。 

これまで取り組んできた、県民のいのちと財産を守る「安全な県土づくり」を、近年

の自然災害を踏まえた見直しを実施した上で、予算を効率的に活用し、県民の安全を確保

するための事業を進めていくことを求めます。 

（回答） 

地震や台風などの自然災害に対する対策や、橋りょうやトンネルなど公共土木施設の

維持補修の推進など、重点課題として取り組んでまいります。 

 

（要望） 

（３）  入札制度の見直し 
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公共工事の品質確保に関する法律が成立したほか、社会保険未加入対策の強化策を打

ち出すなど、入札・契約制度の見直しに向けた動きが加速しています。 

今回、国が法改正を行った理念には、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成

・確保の推進や、災害対応を含む地域維持の担い手の確保及び労働環境の改善等がありま

す。 

本県においても、法改正の理念を先取りし、「いのち貢献度指名競争入札」を創設し、

平成２６年度から試行、平成２７年度から試行範囲を拡大しています。 

この入札方式は、災害協定等締結業者などの社会貢献企業や優良工事施工業者である

こと、過去の施工実績や若手技術者の育成努力等に配慮している業者を指名することとし、

県民の安全・安心の確保を目的とするものであり、その導入を評価をするところです。 

もっとも、入札制度については、「いのち貢献度指名競争入札」を含め、変化する社

会情勢や自然災害の発生状況等を的確に把握し、現状に即した制度の改正が重要であると

考えますので、今後も継続的な見直しに取組むことを求めます。 

（回答） 

入札制度は、法改正や社会情勢の変化に応じて見直しを行っていくべきものであり、

入札・契約制度のさらなる改善に向けて、継続的に取り組んでまいります。 

 

（要望） 

（４）  地籍調査の推進 

地籍調査はその実施により土地の所有者や境界が明確になり、公共事業の推進や不動

産取引の迅速化等をはじめ、広い分野で効果が見込める事業です。 

近年、発生が多くなっている地震・土砂崩れ・水害などの自然災害により土地の境界

が不明となり、その確定に時間を要することで、復旧復興の遅れが生じることの懸念も、

地籍調査が実施された地区では迅速に対応を図ることが可能となります。 

このように地籍調査の重要性が認識されているにもかかわらず、全国的には地籍調査

の取組みが進んでいないのが現状であり、特に本県における地籍調査進捗率は１３．３

９％（平成２７年４月１日現在）にとどまっています。 

本県では、これまでも協議会を通じて実務研修会の開催などの支援を行うとともに、

実施していない市町村への働きかけの強化や、都市部での調査を推進するために、道路等

の公共物と民有地の官民境界を調査する手法を積極的に活用していますが、想定外の自然

災害が発生している近年においては、当事業の促進が不可欠でありますので、今後も積極

的な取組みを進めることを求めます。 

（回答） 

県では、県内の全市町村で構成する神奈川県国土調査推進会議の事務局として、市町

村への技術的支援、未実施市町村に対する調査着手の働きかけを行っております。 

また、平成 24年度から、津波による浸水が想定される相模湾沿岸の都市部を「緊急重

点地域」として位置づけ、集中的に調査を進めているところです。今後とも、こうした取

組により地籍調査の促進に努めてまいります。 
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（要望） 

（５）  空き家対策の推進 

核家族化の進展、高齢者施設の拡充、および固定資産税・相続税といった税制の問題

とも相まって、全国的に空き家が増加しています。 

空き家の処分は個人の自由に属する事柄であり、所有者に委ねられているのが原則で

す。しかし、長年放置された空き家の中には、ゴミの不法投棄場となり衛生上の問題が発

生し、倒壊寸前の状態で大雨・突風に遭遇し近隣住民の安全に不安を与えるといった、公

共の問題の原因となっているものもあり、今後このような事態の増加・深刻化は必至です。 

かかる状況を受け、平成２７年５月２６日に、空き家対策特別措置法が完全施行され

ました。これに伴い、今後、市町村はその対策を進めていくことになります。 

その際、個人情報や財産権の保護の観点から、その取扱いに充分な留意をすることは

当然として、県は、企業庁が有する「水道の閉栓情報」の提供などにより、各市町村の空

き家対策を支援していくことを求めます。 

（回答） 

いわゆる空き家対策法が施行され、同法第 10条第３項の規定により、市町村が各種情

報の収集が行えるようになりました。 

このため、県営水道の休止（閉栓）情報を県土整備局と企業庁が連携して、平成 27年

度からこれまで要望があった 13市町に対し、個人情報保護に配慮しながら、その都度提

供を行っております。 

平成 28年度以降も要望があった場合には、随時提供してまいります。 
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８．安全・安心 

（要望） 

（１）  本県の防災力強化と県民の防災に対する意識向上 

昨今、首都直下型地震や南海トラフ地震の発生確率が高まっていると言われています。

また箱根山では、今年６月２９日から７月１日にかけ、ごく小規模な噴火が発生し、現在、

箱根山の火山活動は低下したものの、今後、大涌谷周辺の想定火口域では小規模な噴火が

発生する可能性も指摘されています。 

防災対策については、いつ何時発生するか予測がつかない巨大地震や自然災害等に備

えるためには、県民一人ひとりが「自らの命は自らで守る」という自助の意識と、「困っ

た時には助け合う」という共助の意識を持つことが重要であると考えます。 

よって、官民一体となった本県全体はもちろんのこと、隣接都県と合同による一斉防

災行動訓練を行うことで更なる防災力強化を図り、各地域の防災意識向上を今後も促進さ

せていくとともに、「地域防災計画」の県民への周知徹底や災害情報のあり方の見直しを

行うよう求めます。 

（回答） 

県は、平成 25年４月に施行した「神奈川県地震災害対策推進条例」に基づいて、県、

県民、事業者等が協働して地震災害対策を推進し、その継続性を確保するとともに、県民

や事業者による自助・共助の取組の促進を図ることとしております。 

そのため、県は、平成 25年度からシェイクアウト訓練を実施しており、平成 27年度

も引き続き、９月１日を中心に「かながわシェイクアウト」を実施いたしました。この訓

練は、自らの身は自ら守る「自助」の促進を図る絶好の機会であり、125万人を超える

方々の参加登録をいただきました。 

また、平成 28年１月 15日には、九都県市合同防災訓練・図上訓練を実施し、九都県

市相互の連携等の検証を行いました。 

このほか、リーフレットの作成配布、「県のたより」の特集記事などにより、自らの

安全を自ら守る「自助・共助」の促進を図ってまいります。 

今後とも、訓練の実施により防災力の強化を図るとともに、様々な機会をとらえて、

県民への啓発活動を実施することで、県民ひとりひとりが「自助」に取り組んでいただき

たいと考えております。 

 

（要望） 

（２）  本県の災害備蓄品の見直しと保管の徹底 

災害発生時の備蓄品について、最も大切な視点は「どんな状況に対して公助の視点か

ら備えるのか」という「状況設定」（＝想定）であると考えます。また、そうした的確な

想定なしでは、不必要あるいは偏った備蓄をし、本当に必要な物を準備できないという問

題も生じます。 

本県においても、地域によっては必ずしも他地域と同一の物ではない場合も考えられ

ることから、改めて各地域の状況に鑑みた災害備蓄品目の見直しと、障害者や高齢者、幼

い子供や妊婦といった災害弱者の観点に立った備蓄品の加入、保管に努めるよう求めます。 
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（回答） 

災害時における避難所については、原則として市町村が指定し、運営を行います。 

平成 25年８月には、内閣府が市町村向けに「避難所における良好な生活環境の確保に

向けた取組指針」を発出しており、その中で避難所における備蓄等について記載されてお

ります。同指針を受け、県では、市町村の避難所運営の参考としていただくための「避難

所マニュアル策定指針」を平成 26年３月に改正いたしました。 

また、国では、平成 27年度に「避難所の確保と質の向上に関する検討会」において、

同指針の改訂など、避難所に関するガイドラインの整備を進めております。県は、その内

容を踏まえて、県避難所マニュアル策定指針を見直してまいります 

 

（要望） 

（３）  社会情勢の変化に応じた犯罪抑止対策の推進 

平成２６年度の「県民ニーズ調査」によりますと「神奈川県の行政を進めていく上で、

力を入れて取り組んでほしい分野は何か」との問いに対して「治安対策」は最も回答が多

く、ここ近年、県民の治安に対するニーズは非常に高いことが伺えます。 

一方で実際に県内の刑法犯認知件数に目を向けてみますと、過去最多を記録した平成

１４年と比較し、昨年は約４割にまで減少しているのが見てとれます。 

これは、県警察を始め、関係機関・団体・県民が連携し、県民総ぐるみによりあらゆ

る取組を強力に推進してきた結果であると評価をしているところでありますが、県民の側

から見ますと、身近なところで悪質な「振り込め詐欺」や「ひったくり」「空き巣」など、

不安感を増大させる犯罪が依然として数多く発生しているため「体感治安が改善されてい

ない」という意識に繋がり、未だ治安対策に対するニーズが高くなっているものと考えら

れます。 

ＩＴ技術の進歩でも分かるように、社会情勢は日々変化しており、最近では、犯罪の

質そのものが大きく変化をしていますので、県民の体感治安を改善するため、従来の犯罪

抑止の取組に加え、社会情勢の変化に応じた犯罪抑止対策を、今後も引き続き強力に推し

進めるよう求めます。 

（回答） 

県警察では、指数治安はもとより、県民の皆様の体感治安の向上に向け、地域の犯罪

情勢に即した効果的な犯罪抑止対策を推進しております。 

今後も、県民の身近なところで発生し、不安を与える犯罪について、積極的な犯罪発

生情報等の発信や被害防止に向けた広報啓発活動を推進するとともに、重要な治安インフ

ラである防犯カメラの設置促進や学生等を中心とした若い世代のボランティア活動への参

加促進に努めるなど、総合的な犯罪抑止対策を推進してまいります。 

 

（要望） 

（４）  子どもたちの安全・安心の確保 

県内の１３歳未満の子どもが被害者となる刑法犯の認知件数は、近年全体的に減少し

たものの、全刑法犯認知件数に占める割合は高まっている傾向にあります。 
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子どもが被害者となる犯罪は、被害を受けた子どもの心身に深い傷を残すだけでなく、

地域住民にも大きな不安を生じさせるものであり、このような犯人に対しては、警察だけ

の力では解決も難しく、地域住民等から寄せられた不審車両に関する情報が、事件解決・

犯人逮捕の決め手となっており、改めて、重大な犯罪に対して、住民相互のつながりや地

域コミュニティが機能することの重要性・有効性が改めて確認されたところです。 

このような状況から、行政としては地域コミュニティの活用による犯罪の未然防止の

取組を推進し、警察としては地域住民の声に真摯に耳を傾ける体制を構築するなど、行政

・警察双方がしっかりと連携し、子どもたちの安全・安心の確保に努めるよう求めます。 

（回答） 

県においては、地域で活動する防犯人材の育成などにより、自治会をはじめ、様々な

地域コミュニティによる犯罪の未然防止の取組を推進してまいります。 

また、県警察では、子供自身の危険回避能力を向上させるための防犯教室の開催や、

スクールサポーターが中心となって防犯ボランティア等と連携した子供見守り活動に取り

組んでいるほか、防犯カメラの設置促進など、地域の防犯環境の向上にも努めております。 

今後も、地域住民、学校、関係行政機関等と更に連携を深め、総合的な子供の安全対

策を推進してまいります。 

 

（要望） 

（５）  地域自主防犯活動の積極的な支援と防犯カメラの設置促進 

安全・安心で暮らせる地域社会の実現が強く求められる中、地域住民による自主的な

防犯活動の輪を広げることが大切です。現在、全国で様々な自主防犯活動団体があります

が、体制が十分でないことも多く、ハード・ソフト両面での各団体のニーズに併せた支援

が必要です。 

また、地域自主防犯活動をさらに促進させるためには、活動中による万が一の事故に

よる対応策等が必要と考えますので、これらを踏まえた積極的支援を求めます。 

さらに防犯カメラの設置は、治安インフラの構築が急務であることを鑑みますと、今

後より一層重要な取組になると考えます。 

現在、防犯カメラの設置に関しては、国や基礎自治体レベルでは各種補助金を設け自

治会や商店街等に助成を行っておりますが、県（県警察）としては効果的な設置場所やプ

ライバシー保護の知識を県民に指南しているのみという状況にあります。 

県民の体感治安改善のためにも、厳しい財政状況ではありますが、公共設備等への効

果的な防犯カメラ設置を促進するよう求めます。 

（回答） 

県警察では、これまで、川崎警察署管内に 50台、金沢警察署ほか９警察署管内に 50

台の合計 100台の防犯カメラを設置運用しており、加えて、平成 26年 10月からはモバイ

ル式防犯カメラ 30台の運用を開始しております。 

今後も、犯罪情勢や県民ニーズ等を踏まえ、更には 2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会の開催や超高齢社会の到来など、急速に変化する社会情勢に的確に対応

すべく、防犯カメラの整備拡充に努めてまいります。 
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また、県では、同オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、地域防犯力をさら

に高めて「安全・安心な神奈川」をつくりあげるため、防犯カメラの設置促進及び地域防

犯活動の活性化に資する取組を支援するため、「地域防犯力強化支援事業」を創設いたし

ました。 


