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はじめに

　本県の財政状況について、「平成29年度は、現段階で概ね 650億円の財源不足が見込ま
れています。ここ数年は、年度内の県税収入の増で翌年度の財源不足を賄ってきましたが、
これまでの増収基調が変化しつつあり、今年度中の税収増は期待できないことから、本県
財政は、例年以上に厳しい状況にある」とされています。また、「これまでの増収基調が
変化しつつあり、今年度中の税収増は期待できない」とし、本県経済の低迷も県は認めて
います。
　私たちは、このような県の厳しい財政状況を見通し、首尾一貫して徹底した行財政改革
の必要性を訴えてきました。歳入増加、歳出削減及び業務の効率化は、本県の財政運営を
考える上では非常に大切であり、今回の提言書においても、その視点を盛り込んでいます。
県が示した「限られた財源を有効に活用するため、これまで以上にスクラップ・アンド・
ビルド方式を徹底するとともに、事業の優先順位を見極めること」や「毎年度多額の決算
不用額が生じている状況も踏まえ、すべての事業について、真に必要な事業費を見積るこ
と」といった方針はまさに私たちも最重要であると考えます。
　一方で、少子高齢化の進展や県民のライフスタイルの変化により、県行政に求められる
ことも多様化しています。財政との兼ね合いにおいて、非常に難しい舵取りをしなければ
なりません。
　また、本年は県立津久井やまゆり園の惨事を受け、「ともに生きる社会かながわ憲章」
が制定されました。共生社会の実現に向けて、そして本県を再び福祉先進県とするために
も、着実な政策を進めていくことも大切であると考えます。
　これからも私たちは、予算委員会や常任・特別委員会、あるいは本会議での質疑等、あ
らゆる機会を通じて提言を行っていきますが、本提言書の内容についても的確に応えてい
ただき、平成２９年度の予算編成並びに施策の展開においては、さらなる「選択と集中」
及び「費用対効果」という視点を忘れることなく、反映されることを求めます。

平成２８年１１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県進会神奈川県議会議員団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長　赤野　たかし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政務調査会長　菅 原　直 敏



１．地方分権・行財政改革及び基地対策

(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
１６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。
平成２６年に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、本県は平成２６年度に全国最多となる１２９件、２７年度に７件、２
８年度に２件の提案を行ったとのことですが、その成果は見られません。
今後も各関係省庁との調整は難航が予想されますが、本県におかれましては、将来的な

道州制への移行を明確に見据え、「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るため、知事のリーダーシップを存分に発揮し、国に強く
働きかけを行い、地方分権改革の推進に努めるよう求めます。

(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３兆６，０００億円超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。
また、本県の平成２９年度予算編成においても、概ね６５０億円の財源不足が見込まれ、
平成２８年度中の税収増も期待できないことから、本県財政は例年以上に厳しい状況にあ
るといえます。
一方で、超高齢社会の進展に伴って増大する医療・介護の費用をはじめ、少子化対策と
しての子育て・教育施策、安全・安心施策、さらには公共施設の老朽化等、行政の問題は
山積しています。
また、ラグビーワールドカップ２０１９、また東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会の開催に向けた投資的経費が見込まれ、とくにオリンピックの関係予算に
ついては、予断を許さない状況にあります。今後は東京都や公益財団法人東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会、さらには国の動向等に注視をし、県費の支出に
ついて慎重な立場で、初期段階から県としてのスタンスを明確にもって、関係機関との協
議に望むことを求めます。
さらに、本県として、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。

(3) 　「かながわグランドデザイン」をはじめとする事務事業評価の見直し

本県は県の総合計画である「かながわグランドデザイン」をはじめ、様々な事務事業を
行っています。これらの事務事業は県民の視点から見て、日々改善がなされ、県民サービ
スの向上に資するものでなければなりません。
しかし、例えば「かながわグランドデザイン」の事務事業評価である「グランドデザ
イン評価報告書２０１５」の中においても、本県の内部評価が適当でない部分もあると考
えます。事務事業評価で最も大事なことは、客観的な視点で問題点を捉え、次の事務事業
を行う際のＰＤＣＡサイクルに活かしてくことであると考えます。
　今後は、国や外部調査機関等による各種都道府県調査比較らを本県の事務事業評価に加
え、客観性かつ他の都道府県との県民サービスを入れた評価方法に見直すよう、事務事業
評価の抜本的な改善を求めます。



(4) 　県の委託・補助事業等における徹底した「見える化」の実施

　行政改革の進展に伴い、民間活力を生かした行政事務のアウトソーシングがなされ、一
定の効果が上がっていると思われる一方で、事務事業の受託先の雇用問題をはじめとする
新たな行政課題も発生していると考えます。
　近年、従来の定型業務に加え、専門的な行政分野においてもアウトソーシングがなされ
ており、行政のチェック機能が働かなくなるだけでなく、法的位置づけの異なる「委託
費」や「補助金等」が複数の名目で同一団体に支出されている例もあり、受託先団体にお
いて大きな事故や事件などが発生した際、県の管理、責任体制に疑義が生じる事態になっ
ていると考えます。
　今後、県におかれましては、委託並び補助金等における個別の事務事業ごとにおける報
告等を県ＨＰへの掲載を徹底させ、委託事務や補助事業等の「見える化」してください。
また、同一団体に複数の委託並びに補助金事業が生じた場合については、団体ごとに分け
て、それらの事業が県ＨＰ、さらには県の予算・決算書等で明確にわかるよう、説明書類
においても「見える化」の徹底を求めます。

(5) 　公務員制度改革の推進及び退職管理の徹底

　本県財政の性質別歳出決算の状況を鑑みた場合、人件費は全体の３６．９％（平成２７
年度）を占め、硬直化する義務的経費の大きな要因となっております。
一方、近年、地方公務員法の改正がなされ、そこに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とあります。
法改正の目的が形骸化しないためにも、能力や実績等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等を進めるよう求めま
す。

(6) 　基地に係る騒音対策と情報開示の推進

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、引き続
き、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。



２．経済・産業

(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。
　加えて、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
ク開催による観光需要の増加に応えるべく、民泊特区の活用を進めていくことを求めます。

(2) 　観光産業の活用による県内経済の活性化

本県は、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、箱根・鎌倉といった従来の観光地に加え、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、前述したとおり、ラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック開催により、観光需要の増加が見込まれます。政府も、日数要件を６
泊７日から２泊３日に短縮するなど、民泊の短期滞在客への開放を行う方針です。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。

(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。

(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２６年度には原子力発電所
１基分に相当する１００万ｋＷを超え、１３８．５万 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ｋ
Wに設定しており、その差たる１００万 kWの実現については、さらなる努力が必要であ
ります。
これに対しては、薄膜太陽電池のより一層の活用といった具体的施策により、本計画の
実現に向けて取り組むことを求めます。
　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。





３．環境

(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。
　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、国は新たな温室効果ガス削減目標を２０３０年度に２０１３年度比で２６．０％
削減することとし、それを受けて本県は、神奈川県地球温暖化対策計画を改定し、２０３
０年度の県内の　温室効果ガスの総排出量を２０１３年度比で２７％削減することとして
います。
本県の計画が確実に実行され、２０３０年度の温室効果ガスの排出量が目標数値を達成
できるよう年度ごとの検証を踏まえながら取組みが実施されますよう求めます。

(2) 　ＰＣＢ処理計画の推進

　PCBは、工業的に合成された化学物質であり、熱による分解がされにくく、電気絶縁性
が高く、燃え難いなど、化学的に安定な性質を有することから、電気機器のトランス、コ
ンデンサ、安定器など、様々な用途に国内で使用されてきました。
　昭和４３年に発生したカネミ油症事件に端を発し、PCBによる人体への影響が社会問題
となり、昭和４０年代後半には製造や新たな使用が禁止されています。
　こうした中、平成１３年に「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、平成１６年には「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条
約」（POPs条約）が発効され、国内はもとより世界規模で適正に処理を推進することとさ
れています。
　我が国では、今年４月、PCB特措法の一部改正が可決、成立し、PCB廃棄物処理基本計
画を閣議決定するなど、政府も PCBの適正な処理に本腰を入れる姿勢が見えてきました。
　本県においては、平成２９年度から本格的な PCB処理が開始されるあたり、民間事業者
等が保有する PCBについて、処理が円滑に進められるよう諸般の手続きや補助金が適正に
執行されることを求めます。
　また、PCBの処理期限は、トランス・コンデンサが平成３５年３月末、安定器は平成３
６年３月末と定められ、期限の再延長はおこなわないとされていることから、県内に存在
する全ての PCBの処理を完了させなければなりません。現在の「神奈川県 PCB廃棄物処
理計画」を早急に改定し、数値目標を含めた厳正な計画に改定されることを求めます。

（３）酪農及び県酪連活性化対策の推進

　神奈川県内の酪農の強みは、搾り立ての生乳を一時貯蔵することなく、半日以内で工場
に直送出来き、牛乳の味と風味に重要な鮮度の高い牛乳を県内消費者に供給できることで
あります。しかし、酪農家の減少や基盤の弱体化により安定的な生乳量を出荷することが
年々難しい状況にあると同時に、酪農従事者の廃業と共に乳用牛頭数や生乳生産量も年々
減少の一途をたどっている深刻な状況にあります。
　神奈川県の酪農家戸数は１０年前の平成１８年には４１３戸（農水省畜産統計）だった
のに対し、今年度４月時点で１９１戸と半減以下にまで減少し、乳用牛頭数や生乳生産量
も同様に右肩下がりで減少しています。
　本県では、生乳生産量の向上策として、県畜産技術センターが開発した牛乳の生産能力
が高い乳牛を呼応率的に増産させる新技術を試験的に試みていますが、酪農戸数や乳用牛



頭数、生乳生産量、そして、酪農家に最も大切な乳価に対する深刻な問題について、根本
的に解決するに至っていない状況です。
　また、安全で高品質な生乳を工場直送で出荷するためには、現在、県酪連に常設してい
る生乳検査室の維持は必須であり、酪農生産基盤をこれ以上、低下させないためにも県酪
連に対する運営補助や神奈川県産生乳１００％の牛乳を多く生産するための拠点づくりに
早急に着手する必要があります。
　神奈川県の酪農を県民に周知すると共に、県産牛乳を地産地消させる取組み及び酪農活
性化対策として、平成２９年度の事業として「（仮称）酪農活性化対策推進計画」の策定
を求めます。
 



４．子育て・県民生活

(1) 　子ども・子育て支援新制度の充実に向けて

平成２７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。
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。

(2) 　子どもの貧困対策

子どもの貧困問題が顕在化してきています。これは、明日食べる物や住む所もない「絶
対的貧困」ではなく、平均的な暮らしを送ることができない「相対的貧困」であり、１７
歳以下の相対的貧困率は１６．３％で６人に１人が相対的貧困状態にあるといわれていま
す（２０１２年厚生労働省調べ）。
子どもの貧困の本質は、非正規化・一人親世帯の増加等により、子育て世代の収入の激
減（貧乏）と、核家族化・地域のつながりの希薄化（孤立）、にあるといえます（貧乏＋
孤立＝貧困）。
要因のそれぞれに対応した有効な対応を図ることを求めます。

(3) 　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９割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。

(4) 　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が、世情に
おいては、美容医療トラブルをはじめ、高齢者を中心に多くの県民が消費者被害にあって
いるのが現状です。
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。

(5) 　マイナンバー制度の慎重な運用



平成２８年１月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。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、日本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。

(6) 　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。



５．福祉・医療

(1)  共生社会

　県立津久井やまゆり園の惨事を受け、「ともに生きる社会かながわ憲章」が策定されま
した。この理念に基づいた施策が様々な分野において着実に実行されていくことが期待さ
れます。そこで、以下の点を求めます。

 県立津久井やまゆり園の再建にあたっては、現在地に同程度の施設を建て替えると
いう方針に固執することなく、障害者福祉における県民ニーズも把握しながら、幅
広く県民の意見を聞いて検討すること。

 同園の建替えにあたっては、できうる限り費用を抑えること。

　共生社会の実現を図るためには教育の段階から包括的な意識を持って子供たちに接して
いくことが大切です。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して通学で
きるよう対策を講じることと、障害児教育へ作業療法士等の専門職の活用を積極的に行っ
ていくことを求めます。

　共生社会の実現に必要なことは障害者福祉に限りません。更生保護についての県民理解
を促進すると同時に、県として保護観察者の就労支援に取り組むことを求めます。

　「（仮称）共生条例」に対する県民ニーズの調査を行うことを求めます。

(2) 　福祉・介護・医療

　福祉・医療の垣根を越えた専門職の連携は、現在の地域福祉・医療には不可欠です。そ
して、それらを支える人材の育成が急務です。そこで、以下の点について求めます。

 医療・福祉にかかる人材のキャリア支援、現場における人材の確保の観点から、
「医療・福祉に係る人材養成課程の一部共通化」について、国に要請することを求
めます。

 介護福祉士、社会福祉士及び精神保健福祉士の確保をはかるために、試験の複数回
実施を国に要請するよう求めます。

 介護職や保育職の処遇改善を国に求めると同時に、県としても処遇改善への支援を
行うことを求めます。

 総合診療医の養成について、調査研究を進めることを求めます。

介護事業所に求められる役割が年々増しています。特に地域密着型の事業所においては、
地域との密な繋がりや取り組みが求められています。一方で、行政との書類事務が大きな
負担となっている現状もあります。
そこで、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・研究を引き続き進めるよう求めます。

　



６．教育

（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拡充を求めます。
　今夏の参議院議員選挙からは、選挙権が引き下げられ１８歳からとなり、教育現場にお
ける実社会教育の重要性が増しています。公教育の更なる重要性を鑑み、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。

（2） いじめ防止基本条例の制定

平成２３年１０月、滋賀県大津市の中学校で男子生徒がいじめを苦に自殺したことに端
を発し、いじめ防止対策推進法が施行され、国及び学校にいじめ防止基本方針の策定に務
めることが盛り込まれ、本県においても、平成２６年４月に「神奈川県いじめ防止基本方
針」が策定されました。
本県のいじめ防止基本方針では、未然防止、早期発見、早期解決、重大事態への対処、
いじめ防止等を推進する体制等、県が実施する施策や教育委員会、学校が取組む内容につ
いて示されています。
全国におけるいじめの認知件数も増加し続ける中、法施行から５年が経過し、国は見直
しの議論を進め、この程、有識者会議において、いじめ対策強化の方向性が纏められまし
た。本県のいじめ防止基本方針においても、国の見直しに合わせ、教職員の日常業務の最
優先事項に自殺予防、いじめ対応を盛り込み、本県独自の条例化を求めます。

(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行

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」の状態にありました。
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、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しています。

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、課題の多さも予想され
ますが、来年度からの運用開始に向け、円滑な移行を求めます。



７．県土整備

（1） インフラ整備の優先順位について

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、１０
月１日現在９１４．６万人の人口は、その後は減少していくことが予測されています。特
に、神奈川県西部や三浦半島においては、既にその兆候が確実に表れてきています。
限られた財源を効果的に配分して、将来に禍根を残さないように、優先政策を的確に決
定して、将来に無駄な投資に繋がらないように留意してください。

（2） 入札について

引き続き、効率性や透明性が高い入札を実行してください。特にインセンティブを設け
た「いのち貢献度指名競争入札」はその設置主旨を十分に理解して、広く県民に理解を得
て、制度の運用が県民から在らぬ誤解や曲解をまねかぬように情報公開や周知に努めてく
ださい。

（3） 都市公園の活用について

国の都市公園法が緩和され、行政が設置した都市公園の運用や活用の検討が始まってい
ます。神奈川県でも、指定管理者を決定して、民間活力の導入を図っていることは承知し
ています。また、江の島水族館の民間と連携していることも承知しています。
ここで提案したいのは、富山県富岩運河環水公園のように、流行のコーヒーショップを
誘致して、来場者を倍増させ、更に地代を得ている実例をみると、神奈川県でも、都市公
園の活用を見直し、観光客の誘客事業と併せ、新たな可能性があると思うので是非検討し
てください。

（4） 水道料金の免除について

毎年、５０００万円前後の料金が未納による損金として免除されています。水道料金全
体からは０．１％程度ですが、未納者がいることは問題であると考えます。未納額は、１
年後までに払われなければ、その後４年間にはほとんど納入されないとされています。
県民の水道料金における不公平感を助長しないよう、あらゆる手段を講じて未納者対策
を行うことを求めます。 



８．安全・安心

(1) 　本県の防災力強化と県民の防災に対する意識向上

近年、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る中で、
今年、熊本では４月１４日と１６日に震度７を観測する大地震が発生し、これまで国内で
は地震が起きにくい地域と言われる場所であっても予断を許さないということを、多くの
国民が認識することとなりました。
また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、まず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ち、それらを補完する意味で公助の役割
を徹底することが重要であると考えます。
その上で、熊本地震では、災害時に県の役割が円滑に実施できていなかったという報告
もあり、とくに指定都市と県との連携には疑問の声もありました。私どもは本県内には、
３つの指定都市を有することから、平時はもちろん、県がこうした際にリーダーシップを
果たしてとれるのか大いに懸念しているところであります。
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、とくに東京２０
２０オリンピック・パラリンピックを控え、東京都と更なる一斉防災行動訓練を行い、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。

(2) 　本県の災害備蓄品の見直しと県立都市公園等の災害支援施策の推進

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）であると考えますが、熊本地震におけるケー
スでも未だ本当に必要な物が準備できないという指摘がなされています。
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、更なる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。
　また災害発生時における県立都市公園などの役割がもっと議論されてよいと考えます。
本県が実施した「平成２７年度県民ニーズ調査」を見ても、県立都市公園において、どの
ような施策を進めたらよいと思うかの問いに「災害に対応する施設を整備する」が最も多
く、どのような災害対策が必要かと思うかの問いに「飲料水を確保する」が最も多く、次
に「停電時にもトイレが使えるようにする」が続きました。
今後はこうした県民のニーズに応え、安全防災局がしっかりとリーダーシップをとり、
県立都市公園を所管する県土整備局や県立高等学校を所管する教育局等と所在市町村が一
体となった県の施設における災害支援施策をさらに進めることを求めます。

(3) 　社会情勢の変化に応じた犯罪抑止対策の推進

同じく本県の平成２７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
近年最も回答が多く、県民の治安に対するニーズは変わらず非常に高いことが伺えます。
　これまでも県警察を始め、関係機関・団体・県民が連携し、県民総ぐるみにより、犯罪
抑止対策を推進してきたことは承知しているところでありますが、県民の側から見ますと、
県内でも凶悪犯罪が発生した現状もあり、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。
　あと４年後には東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会、またその前年に
はラクビーワールドカップも予定され、今後外国人の方々の来県も増加する中、国際犯罪



の情勢は日々変化している状況に鑑み、県警察におかれては、これまでの犯罪抑止の取組
に加え、警視庁をはじめ隣接する警察本部との犯罪抑止対策を、引き続き強力に推し進め
るよう求めます。

(4) 　女性や子どもたちの安全・安心の確保

女性や子どもが被害者となる犯罪は、被害を受けた方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、こうした犯罪の解決には、改めて住民
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更なる活用による犯罪の未然防
止の取組を推進し、警察としては交番機能の充実や女性警察職員の活動強化に加え、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。

(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

現在、全国で様々な自主防犯活動団体がありますが、活動されている方の高齢化に加え、
更なるハード・ソフト両面での各団体のニーズに併せた支援が必要と考えます。
また、超高齢社会等に向けた対応として、治安インフラの構築が急務であることを鑑み
ますと、防犯カメラの設置はさらに一層重要な取組になると考えます。
こうした中で県では、地域防犯力をさらに高めるため、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支援のため「地域防犯力強化支援事業」を創設したことは
承知しておりますが、未だその取り組みは十分とは言えない状況にあります。
厳しい財政状況ではありますが、地元自治体や町内会、商店会等との協力もいただき、

各種補助事業と連携した公共設備等への効果的な防犯カメラの設置促進を求めます。





県進会神奈川県議会議員団
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