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2012 年９月 20日 

横浜市長 林 文子 様 

日本共産党横浜市会議員団 

団 長  大 貫 憲 夫 

 

2013201320132013 年度横浜市予算編成にあたっての要望書年度横浜市予算編成にあたっての要望書年度横浜市予算編成にあたっての要望書年度横浜市予算編成にあたっての要望書 

 

 日本共産党横浜市会議員団は、８月 28 日、貴職宛に「2013 年度予算編成にあたっての申し

入れ」を行いました。それは、370 万市民の命とくらしを守るという地方自治体の役割を今日

的に果たすためには、市政を巡る状況変化を直視した大胆な発想の転換を求めたものです。具

体的には、①防災の目標は「減災」から「人命被害ゼロ」へ、②人や企業を外から呼び込むこ

とで経済成長させるという経済政策の転換、③若い世代に魅力あるまちづくり、④市民生活充

実に財政の「選択と集中」を、⑤大都市制度創設ではなく、住民自治の根付いた豊かな横浜を、

の５つの転換です。 

貴職が９月５日に発表された「平成 25年度予算編成にあたっての市政運営の基本的考え方」

とそこで示された「施策推進・予算編成・組織運営の方針」には、私たちの申し入れの趣旨が

活かされたとはいえず、引き続き、あらゆる機会を通じて発想の転換を訴えていくことの重要

性を痛感するものです。 

さて、この要望書は、今夏に日本共産党横浜市会議員団が行った各界、各層との懇談会で寄

せられた要望等を踏まえ、市民生活上必要とされている政策課題を、１.子育て・教育、２.福

祉・医療、３.市内経済活性化、４.防災・環境・平和、５.行財政運営という５つの柱建てで集

約したものです。 

これらの要望実現には当然のことながら所要の財源を伴い、市長の決意とともに、新たな視

点での財政の「選択と集中」が必要となります。 

これまでの施策の優先順位を抜本的に見直し、2013年度の予算に盛り込まれるよう強く要望

するものです。 
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2012 年８月 28日 

横浜市長 林 文子 様 

 

日本共産党横浜市会議員団 

団 長  大 貫 憲 夫 

2013201320132013 年度予算編成にあたっての申し入れ年度予算編成にあたっての申し入れ年度予算編成にあたっての申し入れ年度予算編成にあたっての申し入れ    

発想の転換を 

 昨年発生した東日本大震災・福島第一原発事故という未曽有の大災害は、横浜市の戦後から

現在までの爆発的な拡大・膨張の過程で、災害危険の発生構造をも同時に蓄積してきたことを

表面化させました。また、リーマンショック以降の世界的金融危機に加え、ヨーロッパを発端

とする信用・金融不安が世界経済をますます減速・低迷させています。そして、わが国の長引

く不況は本市の経済及び財政を圧迫しており、先日成立した消費税税率アップが実行されるな

らば、いっそう落ち込むことは必至です。さらに、人口構成の変化により少子高齢社会への対

応は待ったなしという状況になっています。 

このような情勢のもとで「市民の命とくらしを守る」という地方自治の精神を市政に反映す

るためには、これまでの延長線上ではなく、都市のあり方や都市の骨格そのものを変えなけれ

ばなりません。発想の転換が必要です。その立場から、わが党として貴職による 2013年度予算

編成方針策定にあたって、申し入れを行うものです。 

 

防災の目標は「減災」から「人命被害ゼロ」へ 

発想の転換の第一は、地震などの災害対策についてです。 

先ごろ 2012(平成 24)年度横浜市市民意識調査結果速報が発表されました。それによると、市

政への要望の第１位は「地震などの災害対策」で 44.9％となっており、「命とくらしを守る」

ことが自治体に求められていることがわかります。 

 「地震などの災害対策」は緊急かつ最優先の課題です。南関東で発生するマグニチュード７

程度の地震の発生確率は今後 30 年以内で 70％と言われています。震災対策については「横浜

市耐震改修促進計画」の前倒しが図られてはいるものの、これまでの施策の域を出ていません。

国の基本方針「減災」に基づき、今年度中に本市防災計画「震災対策編」を全面的に修正する

としていますが、一定の死亡者は折り込み済みという「減災」ではなく、一人も「人命被害」

を出さないということを根本に据えなければなりません。その決意がなければ全てが中途半端

な施策となる危険性があります。「人命被害ゼロ」を宣言し、本市の最優先課題とすべきです。 

 

外発的産業政策から内発的産業政策の転換で横浜経済の振興を 

 発想の転換の第二は、横浜経済を潤すための経済・産業政策への転換です。 

市長は「経済が潤えば、子育て、福祉、医療も一層充実させることができます」と強調し、

大企業やグローバル企業の立地促進、観光・ＭＩＣＥ都市推進など国内外の企業や人を呼び込

み、これを本市経済・産業の基盤とする外発的産業政策至上主義的な立場を取っています。 



５ 

 

しかし、このやり方では市内経済全体への波及効果や成長発展は期待できず、一部の政策的

恩恵を受けた大企業などが喜ぶだけという事態になります。それを裏付けるデータがあります。

昨年行った企業立地促進条例によって本市の支援を受けた企業に対するヒヤリングでは、半数

以上が市内企業に発注を増やせる分野がないとし、また、認定時に市から要請があるにもかか

わらず市民雇用を増やしていない企業が 78％に及んでいます。このように市内企業の 99％を占

める中小企業を支援・育成する視点が後景に押しやられています。 

ここでも発想の転換が必要です。そもそも、大企業偏重の経済政策では景気はよくなりませ

ん。大企業が潤えば、いずれ雇用と家計にしたたり落ちて経済がうまくいくというトリクルダ

ウン経済論は完全に破たんしています。本市経済の発展の基礎は、何よりも市内中小企業が活

発に営業できる条件を整えることです。横浜市内経済が活性化し市場が広がることにより、イ

ンセンティブとして多額な税などの支援をしなくても市外から本市の市場を求め企業が本市に

進出します。 

具体的には、災害対策、子育て、福祉、医療など市民生活の安全、安心の取り組みを戦略課

題に位置付け推し進めることです。住宅リフォーム助成など新たな制度による耐震工事や木造

住宅密集地区の解消、狭あい道路の拡張など生活道路整備、保育所整備や介護施設などは市内

建設産業の仕事興しになり、福祉・医療や介護サービスの充実は雇用を増し、経済波及効果を

引き上げます。さらには、地球温暖化対策や「原発ゼロ」の立場から再生エネルギー産業育成

など推進するためにも、本市のこれまでの大企業やグローバル企業誘致などによる産業振興政

策を市内中小企業振興に切り替えることが、雇用や市民一人ひとりの可処分所得を増やし、ひ

いては本市財政に寄与することになります。外発的産業政策を根本から見直し、中小企業振興

基本条例に基づき、中小企業育成・施策への財政的支援の切り替えを要求します。 

  

「都市間競争」は「人」をテーマで 

発想の転換の第三は、市長がいう「都市間競争」の問題です。世界の大きな構造変化の下で、

市民が求めているのは、横浜都心部再開発などのグローバル都市、コンクリートのまちづくり

や、派手なパフォーマンスで人を呼び込むというような国際観光戦略などによって他都市を競

争で蹴落とすという「都市間競争」ではなく、「人」に着目した安心で住みやすいまちづくりで

す。 そして、「住みやすさ」を国内外の都市で互いに競い合うことで、全国的地球的レベルで

より住みやすい社会に近づき、「市民の命とくらしを守る」社会の実現に寄与するものと考えま

す。 

この春、神奈川新聞に厚木市の「県内トップクラスのサービスで、あなたの子育てを応援し

ます」として、「中学生までの医療費が無料」「マイホーム取得助成」「37児童館＆14公民館な

どで子育て応援」などなど様々な子育て応援施策を掲げた大きな広告が載りました。子育てし

やすいまちを前面に出したシティーセールスです。 

横浜市では現在、30代から 40代の子育て世代が市外流出しています。小児医療費の無料化、

保育所や学童保育の整備、少人数学級、中学校給食の未実施など、本市の子育て施策は県内他

自治体や東京 23区に比べ極端に遅れています。人口 20～30万人の区で図書館が１館というの
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も、東京区部では考えられないことです。これでは子育て世代が横浜から逃げ出すのは当然で

す。 

また、市長の任期中においても保育料や敬老パスが値上げされ、さらには福祉パスの年間

3200円への有料化や、障害者ガイドヘルプ利用基準時間の削減や、ガイドボランティアの奨励

金値下げ、社会福祉施設・市民利用施設の有料化や値上げ、市営プールや野外施設の廃止・統

合などが進められようとしています。 

これではダメです。少子高齢社会のもと若い市民が増えることは、その将来を保証するもの

です。市民にとって住みやすいまち、安全安心なまち、子育てしやすいまちをつくるための施

策の充実こそが市民要望に応えることになります。 

 

市民生活充実へ財政の「選択と集中」を 

 発想の転換の第四は、「選択と集中」についてです。 

2011 年度一般会計決算概要によれば、市税収入は３年ぶりに増収になっているものの、依然

として厳しい財政状況が続いています。また、公債費や生活保護や高齢社会を支える扶助費な

ど義務的経費が増え、2013年度においても政策的一般財源が縮小し、何を予算上の政策的優先

課題にするかが問われています。 

これまで指摘してきたように、本市は、大企業やグローバル企業誘致などによる国際戦略都

市づくりによって、世界内外の「都市間競争」に勝つことが横浜経済を活性化させるという考

えの下に、「選択と集中」という手法で、厳しい財政下でも大企業やグローバル企業による成長

事業・施策に、ほかの予算をかき集めて優先的に予算をつけてきました。この発想を転換し、

福祉や教育、防災対策など市民生活を充実させるために予算を「選択と集中」し、優先的に投

入することによって、市内の雇用と需要を喚起し、市内経済の持続的な安定した発展を確保す

る予算編成が求められています。 

このような観点で、予算の振り分け方について具体的にいくつかの例をあげれば、総額 2200

億円(本市負担分 650億円)の横浜環状道路北西線や同南線建設、南本牧ＭＣ３・ＭＣ４工事を

凍結もしくは中止し、特定都市再生緊急整備事業や国際総合戦略特区など不要不急の大型公共

事業を総点検することによって、市民生活充実のための予算を捻出することができます。企業

立地促進条例に基づく大企業への助成や税負担軽減をやめることも必要です。 

なお、莫大な経費のかかる新市庁舎建設については、これからの横浜の都市としてのあり方

について市民的討議を重ね、市民合意を得るまで凍結すべきです。また、市債についても、防

災対策事業や今後発生する膨大な公共施設の補修に当てるなど、長期にわたって使用するイン

フラ整備の財源として大切です。横浜型プライマリーバランスを守り、前年度の元金償還予定

額の範囲で、積極的で有効な運用が必要です。 

     

明るく活力のある成熟した美しい横浜への転換 

 最後に、大都市制度の創設の問題です。横浜市は、アジアなど諸外国が大都市を拠点として

著しい発展を遂げており、「我が国も激しいグローバルな競争を勝ち抜いて行かなければならな
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い」として、その「都市間競争」に勝ち抜くためにも地方自治制度を抜本的に改革し、現行の

指定都市制度に代わる新たな大都市制度の早期創設を求めています。 

アジアなど諸外国の著しい発展は、世界の産業構造の変化に伴うものであり、大都市制度上

の問題が根本原因ではありません。むしろ大都市としての横浜の最大の課題は、住民自治をど

のように行うかという問題です。都市が大きすぎるがゆえに、市政が遠く、一人ひとりの住民

の声が市政に届かないという弊害を解決することが緊急に求められています。地方自治法を活

用して地域自治協議会をつくるなど、市民の声が市政に届く住民自治のシステムづくりに着手

すべきです。現在、急いでいる「大都市制度創設」という経済至上主義的で神奈川県との対立

など不毛な制度設計をやめ、住民自治の根付いた豊かな横浜を展望する制度が今こそ必要です。 

韓国ソウル市では市内を縦断する高速道路を撤去して元の川を復元し、ドイツやオーストリ

アではライン川の護岸のコンクリートをはがして土にもどし、美しい自然と生きる都市の自然

を回復する努力をしています。みなとみらい 21地区やエキサイトよこはま 22のように高層建

築物の林立する都市づくりは時代遅れです。緑豊かで文化的で活気のあるまち、人々が生き生

きと暮らすことのできる成熟した横浜こそ求められています。370 万という「人」に着目し、

そのパワーが発揮され、その一人ひとりの自己実現が可能なまちづくりです。そのために限ら

れた予算を投入することこそが、市民の目線での「選択と集中」だと考えます。 

  

以上、2013年度予算編成にあたって、日本共産党横浜市議団として考慮すべき問題、課題を

述べさせていただきました。2013年度予算編成は市長の今期任期中の最後となるものです。こ

れまでの「しがらみ」にとらわれず、時代の要請に応えた予算編成方針を提示されることを切

に要望します。 
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Ⅰ.安心して子どもを産み育てられる横浜、行き届いた教育を 

１.施設の防災対策の強化を 

(１)民間保育所の耐震化を早期に完了すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局）  耐震対策については、すべての民間保育所の園舎が耐震化されるよう、

耐震にかかる調査費、設計費及び工事費の補助制度により対応していきます。また、老朽化が

著しい民間保育所に対しては、老朽改築事業により改築に必要な経費を助成しており、今後も

改築を働きかけていきます。 

(２)横浜保育室の耐震化を支援すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 平成 21年度以降に認定した横浜保育室については、新耐震基準を満たし、

問題が無いことを確認しています。その他の園については、耐震性の確認と対応を個別に働き

かけています。 

(３)幼稚園の耐震化が促進されるよう、県と協議すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 私立幼稚園の運営にかかる指導監督は神奈川県が所管していることから、

県が対応すべきと考えます。 

 なお、本市で実施している「私立幼稚園施設整備費補助事業」及び「私立幼稚園補助事業」

において、耐震化にかかる工事も補助の対象として認めています。 

(４)2015年度までに終了としている学校施設耐震補強工事は、渡り廊下も含めて、年次計画を

前倒しして進めること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 横浜市耐震改修促進計画に基づき、平成 27年度までに学校施設の耐震

化を完了します。 

(５)放課後児童クラブ施設の耐震化を、運営主体が保有する施設以外も含めて支援し、完了す

ること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 耐震上課題のある施設を使用しているクラブについて、耐震化されてい

る施設へ移転のための費用補助を開始し、安全性の確保に努めます（平成25年度新規）。なお、

運営主体が保有する施設への耐震診断や改修工事費の補助も引き続き実施していきます。 

(６)学校の天井や照明器具などの非構造部の耐震性について、教育委員会が責任をもって専門

家による詳細検査を行うこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 屋内運動場の天井や照明器具などの非構造部材については、23年度に

専門家による目視調査を行い、24年度にはそれらの吊り天井内部の詳細調査を行っております。 

 

 



９ 

 

２．子育て世代の経済的負担の軽減を 

(１)妊婦健診の公費助成は、国の動向に関わらず継続すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 平成 23年度から 4,700 円の補助券の１回分を 7,000 円に増額し、回数

14回・総額 82,700円の補助を行っています。平成 25年度についても同様の補助を考えており

ます。 

(２)法定化された３ワクチン(ヒブ・肺炎球菌・子宮頸がん)接種について、個別通知などによ

り接種を勧奨すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンは、平成 25年度から母子健康手帳と一緒に予

診票（接種券）を配付することで接種を勧奨し、子宮頸がん予防ワクチンは、標準的な接種年

齢である中学１年生女子に対して個別通知を行います。また、いずれのワクチンも、ホームペ

ージや案内チラシ、広報誌等によって、適宜接種勧奨を行います。 

(３)不育症への助成制度を創設すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 不育症については、厚生労働省研究班が研究を重ねているところであり、

その提言により、平成 23年 9月には、一部の治療薬について保険適用となっています。 

 不育症の治療は、まだ確立していないことから、現時点では治療費の助成については考えて

いませんが、引き続き国の動向を注視していきます。 

 また、不育症の方々から、相談体制の充実を求める声が多くあるため、区福祉保健センター

での相談及び横浜市立大学付属市民総合医療センターの医師等による専門相談を実施していま

す。 

 今後は、相談体制の拡充に向けて、関係医療機関と調整していきます。 

(４)認可保育所と同等の保護者負担となるよう、横浜保育室の保育料の軽減助成を拡充するとと

もに、３歳児以上も対象とすること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） ３歳未満児の保育料軽減助成につきましては、平成24年度に上限を最大

４万円から５万円に拡充しました。横浜保育室事業は、３歳未満児の待機児童解消を図るため

の事業としており、設置、運営の基準も認可保育所と異なっておりますので、軽減助成を５歳

児まで拡大することは困難と考えています。 

(５)私立幼稚園就園奨励補助金は、国の補助単価の動向にかかわらず、保護者受取額を引き上げ

ること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 本市の予算編成時に、国の25年度予算（案）が明らかでなかったため、

平成 24年度と同一の補助内容で計上しておりますが、国の予算（案）が平成 25年１月 29日に

閣議決定されましたので、国の動向に合わせて適切に対応してまいります。 

(６)放課後児童クラブ運営費補助金を前年に引き続き増額し、月１万円以内でおさまるよう保護
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者負担を軽減すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 国において、放課後児童クラブの運営に係る費用の1/2は保護者負担と

の考え方が示されています。なお、「横浜市放課後子どもプラン推進委員会」及び庁内プロジェ

クト等においても保護者負担を含め放課後施策について検討を行っています。 

(７)自主運営の子育てサークルなど公益性のある団体については、地区センター・公園内の有

料施設の利用料を減免すること。 

＜回 答＞ 

（市民局）[こども青少年局]（地区センターについて） 

 子育て支援等の目的で活動をする団体の当該目的に沿った利用については、指定管理者が利

用実績等を考慮し必要と認める場合には、地区センターの利用料金が減免となる場合がありま

す。 

（環境創造局）[こども青少年局] （公園内の有料施設について） 

 公園内の有料施設については、社会福祉法に規定する社会福祉事業のために利用する場合、

地方公共団体が主催又は共催する行事又は事業等について利用料を減免しております。 

 

３．産科・周産期医療の充実を 

(１)お産のできる病院・診療所がない区（栄区、緑区、2012 年３月現在)では、施設設置に向

けて体制を抜本的に強化すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 出産できる医療施設の開設については、病床整備事前協議において産科病床

に対して優先配分することを、事前に公表の上、実施するとともに、産科病床の整備にかかる

助成を実施するなど、様々な機会を捉え、民間事業者への働きかけを行っております。 

(２)産科拠点病院を整備するとともに、診療所・助産所の運営支援を拡充すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 本市では、将来にわたり安定的な産科・周産期救急医療体制を構築するため、

方面別に産科拠点病院の整備を進めていきます。 

  また、分娩取扱医療機関において分娩取扱数の確保を図るために産科医師を雇用した場合の

支援や産科病床の増床に対する支援などの取組も進めています。 

(３)市民病院のＮＩＣＵ、ＧＣＵの看護師確保にあたっては、みなと赤十字病院にならい、最

優先で取り組むこと。 

＜回 答＞ 

（病院経営局） 引き続き看護師確保に取り組む中で、拡充について検討してまいります。 

 

４．子育てと仕事の両立支援を 

(１)認可保育所入所希望者が全員入所できるよう、認可保育所増設による定員増を行い、定員

弾力化や定員外入所は行わないこと。 
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＜回 答＞ 

（こども青少年局） 既存資源の運営が維持され、活用が図られるよう配慮しながら、待機児

童解消を維持できるよう必要な施設を整備していきます。 

(２)認可保育所整備促進事業でビルなどにテナントとして開園した法人のほとんどが、株式会

社となっている。民間保育所整備促進事業及び賃借料補助事業については、対象を社会福祉

法人に限定すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 待機児童解消の継続や多様な保育ニーズに対応するため、企業などの多

様な事業主体を幅広く活用することは重要であることから、引き続き企業等も補助対象として

いきます。 

 なお、法人の選定に当たっては厳正に審査しています。 

(３)認可保育所認可審査にあたっては、子どもの発達保障・安全確保の観点から、良質な保育

環境・保育内容が確保されるよう、審査を厳格に行うこと。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 設置認可にあたっては、基準条例や要綱等に基づき公平･公正に審査し、

今後ともよりよい保育環境を確保できるよう努めていきます。 

 

５．児童虐待・育児不安への対策を 

(１)区福祉保健センターに児童虐待対応の専任部署を新設すること。そのために、児童虐待対

応の保健師配置を全区に拡大するとともに、新たにケースワーカー、係長を全区に配置し、

区で対応が完結できるようにすること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局）[市民局] 児童虐待や不適切養育に対応するためには、支援策の充実、組

織的対応や関係機関相互の連携を強化することが重要と考えており、児童虐待対策連携強化プ

ロジェクトでの議論を踏まえ、引き続き職員の人材育成や区の体制についても検討してまいり

ます。 

(２)区福祉保健センターの母子訪問指導員は、必要人数を確保し、新生児訪問の希望に応える

こと。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 母子訪問指導員の確保については、随時募集しているところですが、病

院と同様に助産師等の看護職の不足は深刻です。確保のために、子育て期の看護職などは、自

分の自由な時間を有効に使える方が働きやすいなどに考慮し、さまざまなライフサイクルに合

わせた、働き方ができるように工夫しているところです。今後も訪問員確保のために検討して

いきます。 

(３)乳幼児健診時に育児不安への対応や生活支援の相談が出来るよう、区福祉保健センターの

正規専門職員を増やすこと。 
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＜回 答＞ 

（こども青少年局） こども家庭支援（障害）支援課の保健師・社会福祉職の体制強化は、相

談機能の拡充には必須であると考えています。しかし、専門職の人材不足は深刻であり、今後

も相談機能の拡充に向けた体制強化について、検討していきます。 

(４)母子保健システムを活用して、妊婦健診・乳幼児健診未受診者全員を把握し、受診を勧奨

するよう体制を強化すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 母子保健システムを活用して、妊婦健診・乳幼児健診未受診者を把握し、

受診を勧奨していきます。 

(５)児童相談所の児童心理司、児童福祉司を増員するとともに、児童相談所の箇所数を増やす

こと。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 職員の勤務状況や入所児童の状況等を踏まえ、必要な職員体制の確保に

努めてまいります。 

 

６．困難を抱える若者の支援を 

(１)若者サポートステーション・青少年相談センター・地域ユースプラザで、アウトリーチ体

制を強化し、引きこもり支援や就労支援を強めること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 青少年相談センターでは、ひきこもり状況にある青少年本人に対し、本

人や保護者の同意が得られる場合は、職員によるアウトリーチ（家庭訪問）を行っています。

また、大学生や大学院生などをユースサポーターとして委嘱し、職員の指導のもと家庭訪問を

行い、ひきこもり支援に取り組んでいます。 

 一方、地域ユースプラザにおいては状況に応じてアウトリーチを行っており、若者サポート

ステーションでは、民間団体と協働による市内高校（３校）へのアウトリーチ（出張相談）を

行い、就労支援に取り組んでいます。 

 今後とも、ひきこもり支援や就労支援を行っていくためには、若者自立支援の中核である 3

機関が連携していくことが重要であることから、それぞれの役割分担のもと、全体としてアウ

トリーチ体制の強化に努めてまいります。 

(２)９か所目となる「青少年の地域活動拠点」を、全区配置に向けて増やすこと。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 横浜市では、各区に「青少年の地域活動拠点」の設置を進めており、平

成 24年４月には、９か所目となる拠点を金沢区に開設しました。 

 今後も引き続き、未設置区への設置を進めてまいります。 

(３)不登校・引きこもり等支援の自主運営サークルへの家賃補助を創設すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局）[教育委員会事務局] 横浜市では、地域ユースプラザ事業や困難を抱える
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寄り添い型支援事業などの若者自立支援施策について、民間団体との協働により事業を実施し、

家賃補助や施設の無償貸付等を行っています。 

 ご要望の個別の自主サークルへの家賃補助の創設は困難ですが、今後も引き続き、民間団体

との協働による若者の自立支援施策を推進してまいりますので、ご理解ください。 

(４)困難を抱える青少年に対する地域支援活動のネットワーク化を急ぐこと。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 現在、地域ユースプラザ（西部・南部・北部）を中心に、地域で活動し

ているＮＰＯ法人や区役所と連携して「地域若者支援連絡会議」を開催し、関係機関・団体と

の連絡調整や青少年支援活動の情報提供を行っています。 

 平成 25年３月には東部に地域ユースプラザが開設されることから、東部方面における地域ネ

ットワーク化が図れるとともに、他の３方面についても関係機関・団体の拡充に取り組んでま

いります。 

(５)６区で実施している寄り添い型の生活学習支援を全区に広げること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 「困難を抱える青少年のための寄り添い型支援事業」については、平成

25年度より健康福祉局において生活保護世帯を対象に実施している「学習支援事業」との統合

を図り、「寄り添い型学習等支援事業」として、生活保護世帯や複合的な課題を抱える小・中学

生を対象に支援を実施します。平成 25年度は新たに４区に設置し、市内13区において実施予

定です。 

 今後も引き続き、未設置区への設置を進めてまいります。 

 

７．教職員等を配置して行き届いた教育を 

(１)文部科学省は 2017年度までに公立小中学校の全学年に 35人以下学級を実現したい考えを

示したが、国の実施を待つことなく、市独自で教員を配置し、小学校３年生以上にも 35人以

下学級を実施すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 公立義務教育諸学校の学級編制基準については、法律の規定により都

道府県教育委員会が定めることとされており、国及び県の動向を踏まえて対応をしてまいりま

す。 

(２)本来配置されるべき正規教員が配置されず、臨任教員ですませている現状を解消するため、

正規教員の採用枠を増やすこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 公立義務教育諸学校の学級編制基準については、法律の規定により都

道府県教育委員会が定めることとされており、国及び県の動向を踏まえて対応をしてまいりま

す。 

(３)2014年度までに全校に配置するとしている、小学校でのいじめ・不登校・暴力行為などに

対応する児童支援専任教諭を、前倒しして配置すること。 
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＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 児童支援専任体制強化事業については、平成 26年度までに児童支援専

任教諭を全校に計画的に配置してまいります。  

(４)2014年度を目処に全小学校に週１回派遣する予定のカウンセラーは、達成年限を前倒しす

ること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 小学校へのカウンセラー派遣については、小中一貫教育推進ブロック

での同一カウンセラーの配置を拡充し、中学校と同程度の週１回とするため計画的に配置して

まいります。 

(５)現在４方面別に２名ずつ配置されているスクールソーシャルワーカーを増員すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 平成 23年度から配置しているスクールソーシャルワーカーについては、

国の動向を踏まえつつ、来年度以降の配置について総合的に検討してまいります。 

(６)教育委員会は学校司書の配置を検討中とのことだが、司書資格をもつ専任の正規学校司書

を全小中学校に配置すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局）  学校司書の配置については、28年度までに、全小・中・特別支援学校

に司書教諭の学校図書館運営を補佐し、専ら学校図書館に関する業務を担当する「学校司書」

を配置します。25年度は 125校に配置します。 

 

８．安全で快適な学校施設整備を 

(１)市内事業者の力を借りて、小中学校の施設老朽化総点検を行い、保全と建て替えをリンク

させた整備計画を策定し、所要の予算額を確保すること。また、市内事業者の仕事確保にも

つながる学校特別営繕費を増額すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 学校施設については施設の長寿命化を図るために、定期的な点検、修

繕を行うとともに、非構造部材など緊急的な点検も実施し、これらの点検結果を踏まえて必要

な修繕を行っております。建替については、個々の老朽化の状況や将来の財政負担の平準化等

も勘案しながら、総合的に検討していきます。 

 厳しい財政状況ですが、学校施設の営繕に必要な経費の確保に努めてまいります。 

(２)学校ドライトイレ化にあたりすべて洋式化とするようになっているが、学校から教育的配

慮により和式便器の要望がある場合には、よく協議すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 基本的には洋式化を進めていますが、学校と協議してまいります。 

(３)エアコンを今後利用が予定されている余裕教室へも設置すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局）  当初計画どおり、25年度末までの全校設置完了に向けて、推進してま
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いります。 

 また、今後、学級増が見込まれる教室にも設置してまいります。 

(４)中学校プールは拠点校方式を基本とするのではなく、従来通り全校で整備すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 中学校プールについては、新築や建替えの際に、近隣の２校から３校

のうち１校に屋内型のプールを整備し、複数校で共同利用する拠点校方式を基本とし、現在モ

デル事業で検証しているところです。 

(５)中学校武道必修化に伴い、格技場のない学校への格技場設置を急ぐこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 格技場のない学校への格技場設置については、現在厳しい財政状況に

ありますが、整備にむけて準備を開始します。 

(６)学校の統廃合計画にあたっては、教育の視点を貫くとともに、両校の保護者や地域住民の

合意を図ること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 小規模校対策としての学校統合については、子どもたちの教育環境向

上を図るため、地域・保護者・学校関係者からなる「小規模校対策検討委員会」を設置し、地

域・保護者等と十分に調整を図りながら進めてまいります。 

 

９．安全で豊かな学校給食の充実を 

(１)中学校においては、学校給食法に則った給食を早期に実施すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 中学校期になると体格・食事量など個人差が大きくなり、給食などの

画一的な献立よりも、子どもたちの体調や栄養バランスを考慮した、個々に応じた昼食のほう

が望ましいと考えており、中学校における昼食は、家庭からの弁当持参を基本としています。 

 中学校における昼食については、平成 25年度中に全中学校で弁当等の購入ができるよう、弁

当等販売未実施校において順次販売を開始します。 

(２)小学校給食調理業務の民間委託は、調理員の入れ替わりが激しいため、子どもたちとの交

流が深まらず、食育の観点からもふさわしくないため、やめること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 学校給食について、効果的・効率的な業務運営を一層推進するととも

に、民間のノウハウや専門性、柔軟性を取り入れて給食業務をさらに充実していく観点から、

民間委託化を進めています。 

 学校給食調理業務の民間委託につきましては、安全確実な履行や、給食運搬による安全とゆ

とり時間の確保などの効果が確認されております。 

(３)県からの配当定数の対象とならない学校にはアルバイトの栄養士が配置されているが、全

小学校に正規の学校栄養職員を市費で配置し、アレルギー対策を強化するとともに、食材の

地産地消をさらに進めること。 
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＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 学校栄養職員の定数は、法律の規定により県教育委員会が定めること

とされており、県からの配当定数によります。 

 アレルギー対応については、「アレルギー疾患の児童生徒対応マニュアル」（平成 23年６月発

行）をもとに、各学校で対応しており、保護者と学校教職員の両者で連携を取りながら実施し

ています。 

 地産地消については、安定的な食材の調達を優先したうえで、引き続き市内産野菜優先納入

等を実施していきます。 

(４)給食食材の放射線測定は、小学校での校数を１日１校から増やすこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局）[健康福祉局] 現在行っている給食食材の放射性物質検査を継続する予

定です。 

 

10．障害児教育の充実を 

(１)特別支援学校に知的小中学部増設、ろう特別支援学校の早期教育(０･１･２歳)に正規教諭

を複数配置、盲・ろう特別支援学校における単一障害学級は児童生徒が 1名だけの場合でも

複式学級にせず、学級として認可する県単独措置を復活、言語・難聴通級指導教室の教員を

情緒通級指導教室並に加配するよう、それぞれ県に働きかけること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 県に要望を伝えてまいります。 

(２)市立高校において、発達障害など「特別な支援」を要する生徒にも適切な支援ができるよ

うに、教職員配置、施設・設備面等の条件整備を行うこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 教職員の配置については、標準法を基準とし、各学校の指導内容等の

実態を吟味しながら市立高校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。 

 施設・設備面等については、今後個々の事例ごとに検討してまいります。 

(３)個別支援学級等の合同合宿学習に使用するバス代は、保護者負担とされているが、全額公

費負担に戻すとともに、宿泊料も全額公費負担とすること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 厳しい財政状況のため、全額公費負担とすることは困難ですが、バス

代の一部を公費負担するなど、特別支援教育施策の充実に努めております。 

(４)学校生活支援員の交通費負担をなくすこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局）  学校生活支援員の交通費については、１日 800円を上限として支給し

ています。また、学校生活支援員を募集している学校名を教育委員会のホームページ等に掲載

することにより、学校の近隣で学校生活支援員が確保できるよう努めております。 

(５)2013 年 10 月からガイドヘルパー・ガイドボランティアが一本化され、対象者要件の緩和
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が予定されているが、前倒しして４月から実施すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） ガイドヘルプ・ガイドボランティア事業を一本化する予定はありません。そ

れぞれ対象者要件や外出範囲などの見直しを行い、ヘルパー制度とボランティア活動との役割

を明確化するものです。 

 また、このガイドヘルプ・ガイドボランティア事業の見直しは平成 25年４月からの実施を当

初から予定しております。 

(６)特別支援学校の防災対策を強化すること。特に、ろう特別支援学校の児童・生徒が登下校

時利用する横浜駅東口バス乗り場における地震津波発生時の避難方法について、学校を支援

すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 各特別支援学校で、一時避難保護の対応を行えるよう、非常用の食料

等の備蓄を行なっています。 

 また、学校からの要望を踏まえて、聴覚障害の児童生徒が災害の発生についての情報が得や

すい環境の整備に向けて、関係部署に要望してまいります。 

(７)小中学校に肢体不自由児個別支援学級を設置し、エレベーター等の環境整備を行うこと。

また、エレベーター設置は大規模改修時にも進めること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 肢体不自由個別支援学級の設置については、障害特性に応じた指導の

あり方や教員の配置基準の問題などいくつかの課題があると認識しております。 

 エレベーター設置については、車いす使用等の児童・生徒の在籍状況を考慮し、設置条件が

揃った学校に予算の範囲内で順次設置を進めていきます。 

(８)港南区に整備予定の重症心身障害児施設は、地域住民の理解が得られるよう働きかけ、合

意と納得を得て、早期に整備すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局）[港南区]  平成 24年 10月に実施した地元説明会の中で、事業を進めてい

くことについて理解を得ることができたため、25年度は設計をまとめ、工事着手を目指します。 

 

11．子どもが大切にされる教育条件の整備を 

(１)義務教育は無償の原則にたち、保護者負担をゼロにしている自治体もあることから、保護

者負担をなくすこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 義務教育は無償の原則にたち、本市としても対応しており、保護者負

担については、必要最小限の範囲にとどめるよう、学校長あて通知しております。 

(２)就学援助は所得基準額を川崎市のように現行の 1.3倍に引き上げ、申請の窓口を学校では

なく教育委員会とし、郵送を主とすること。 
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＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 就学援助の認定にあたっては、所得金額から家庭状況を考慮した一定

額を控除した上で、生活保護基準に当てはめており、他都市と比較しても適正な水準であると

考えております。 

 申請窓口につきましては、学校において家庭環境の把握や書類不備の確認等を行いながら、

学校長が就学援助が必要な児童生徒として教育委員会へ申請書類を提出しております。 

(３)他社からの年表盗作を認めた自由社版中学歴史教科書が 2010・2011年度に、図表盗作疑惑

が指摘されている育鵬社版歴史教科書が 2012年度から使用されている。神奈川県教育委員会

から文科省へ「教科書発行者に対し記述内容に関する訂正申請の勧告を求める要望書」が提

出されるほど、横浜市教育委員会の態度が問題視されている。自由社版中学歴史教科書は道

徳教育上ふさわしくないため、使用を中止すること。また、育鵬社版歴史教科書で指摘され

ている図表盗作疑惑については、教育委員会の責任で調査すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 教科書の記述については、文部科学省教科書調査官による調査、教科

用図書検定調査審議会における専門的・学術的な審議・答申に基づき、文部科学大臣により検

定が行われ、合格しているものです。 

 国の教科用図書検定規則では、検定を経た図書について、誤記等があることを発見したとき

は、発行者が文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行なわなければならないとされており

ます。 

 また、既に供給が完了している図書に関する訂正内容の通知については、同規則実施細則の

規定により、発行者が行い、周知に努めなければならないとされております。 

(４)横浜市作成副読本「わかるヨコハマ」の記述において、史実の表現を曖昧にしたり削除し

たりしないこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 「わかるヨコハマ」の 24年度版は、関東大震災の記述について、結果

として、表現や文脈、構成に誤解を招くような内容となっておりましたので、25年度に向けて

内容を精査してまいります。 

(５)文科省作成「放射線副読本」の使用はやめること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 放射線に関する教育は重要な問題ですから、継続的に放射線に関する

基礎的な教育をする必要があります。文部科学省の作成した「放射線副読本」は、科学的知見

を有されている専門家、あるいは経験を有されている専門家等が編集をされ、それについて専

門の学会等が監修し発行したものですので、使用していきたいと考えています。 

(６)夜間学級（夜間中学)の存在を、看板設置や広報などで市民に周知し希望者が入学しやすい

環境をつくること。夜間中学には専任教諭を配置し、集約せずに５校のまま存続すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 夜間学級の周知については、ホームページ掲載と併せて、24年度看板
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を設置いたしました。また、夜間学級の運営改善については、夜間学級が当初の設置目的から

大きく変容していることを踏まえ、その在り方の再検討をしております。 

(７)私費負担となっている不登校児童･生徒の健康診断費用は、市費負担とすること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 健康診断については、原則、全員市費負担で行っております。 

 ただし、どうしても学校の実施日に受けられない場合は、不登校児童・生徒に限らず自費に

なりますが、都合の良い日にかかりつけ医等で受診するようお願いしています。 

(８)全国一斉学力テストは、国の動向にかかわらず参加しないこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 全国学力・学習状況調査は、国の責任において、義務教育の機会均等

とその水準の維持向上の観点から実施されております。平成 25年度は、数年に一度の「きめ細

かい調査」として小学校第６学年と中学校第３学年の全児童生徒を対象とした調査を予定して

います。調査目的を鑑み、横浜市も協力してまいります。 

(９)「日の丸」「君が代」の扱いについての学校への「通知」は撤回すること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 学校教育においては、国旗・国歌の意義を理解させ、それらを尊重す

る態度を育てることはきわめて重要であることから、国旗及び国歌については、学習指導要領

に則って指導してまいります。 

 

12．図書館の充実を 

(１)市民一人当たりの図書費・蔵書冊数・貸し出し冊数が政令都市で最下位となっている。図

書館が各区 1館であることから、増設計画を策定するとともに、図書費を大幅に増額し、利

用者の蔵書要望に応えること。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 図書館の新設・増設について現在計画はありません。また、厳しい財

政状況の中、図書費の増額は困難ではありますが、購入方法を見直す等、少ない財源でより多

くの蔵書を揃えられる工夫を続けてまいります。 

(２)移動図書館車を増やすこと。 

＜回 答＞ 

（教育委員会事務局） 現在、移動図書館車を増やす計画はございません。 

 

13．文化・スポーツ施策、生涯学習の拡充を 

(１)未整備区における区民文化センターの整備を急ぐこと。 

＜回 答＞ 

（文化観光局） 未整備区における区民文化センターの整備については、地域特性に合わせて

柔軟に検討し、必要な機能を充実していきます。 

(２)公園プール・余熱利用温水プールは統廃合せず、現状のまま存続すること。 
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＜回 答＞ 

（環境創造局）[総務局] プール及び野外活動施設等の見直しの取り組みとして、平成 24年の

８月に「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的な考え方」を取りまとめました。 

 これに基づき、当面、公園プールについては、特にプールが近接しているエリアについて、

施設の集約化の方針を検討してまいります。検討を行うにあたっては、利用促進・経営改善を

行い、それでも改善が見込めない施設は、設置の経緯などに配慮しながら見直しを図ってまい

ります。 

（市民局）[総務局]（下線部について回答） 「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基

本的な考え方」に沿って対応を検討してまいります。 

(３)道志青少年野外活動センターのキャンプ場は存続すること。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 当該施設については、特に、安全面に課題があること、水源林の中に設

置されているために自然環境への影響が懸念される等、深刻な状況となっています。このため、

平成 24年第４回市会へ当該施設の廃止について提案をし、議決をいただきました。廃止後は、

道志村内のキャンプ場における施設使用料の助成等の代替措置により、青少年の体験活動の機

会を確保するとともに、道志村との交流を推進します。 

 

14．市立大学の充実を 

(１)研究や医療等にかかわる運営交付金を大幅に増額すること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 横浜市立大学が作成し、本市が認可しました「公立大学法人横浜市立大学中期計

画（第２期）」（対象期間：平成 23年度～平成 28年度）に基づき交付してまいります。 

(２)付属病院の医療技術職を除く全教職員を対象とした任期制は、教職員が落ち着いて働くこ

とができないので、直ちにやめること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 市大からは、運用上の課題等については、引き続き検討していくと聞いておりま

す。 
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Ⅱ 市民が安心して受けられる医療福祉体制の充実のために 

１．国民健康保険の改善を 

(１)国庫負担の増額を国に強く要望すること。同時に、市費繰入を増額し、国民健康保険料の

引き下げを図り、市政が市民生活を応援する姿勢を示すこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 国庫負担増額の要望については、本市は、国保制度創設以来一度も交付され

ていない普通調整交付金（医療分）の獲得にむけて、24年度も国へ要望書を提出しました。ま

た、国庫負担割合の引き上げについても、政令市の要望書により要望しました。 

 市費繰入の増額については、保険料負担軽減のため、毎年多額の市費を法定外で繰入れてい

る現状や、国保加入者以外の市民負担を考慮すると、増額は難しい課題と考えています。 

 なお、25年度は、保険料算定方式変更に伴う保険料負担の大幅増を抑制するため、市費 16.5

億円を繰り入れる予定です。 

(２)2013 年度から実施される新しい保険料の算定方式（旧但し書方式)では、控除の多い方ほ

ど負担が激増するため、市民税非課税者には所得割を賦課しない横須賀市などのような恒久

的負担軽減策を実施すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 旧ただし書方式変更に伴う負担軽減策として、低所得世帯や多人数世帯の負

担を継続的に軽減するために賦課割合を変更する予定です。また、所得控除が大きく大幅に保

険料負担が増加する世帯については、経過措置実施により、段階的に移行することを予定して

います。 

 なお、この経過措置の財源は基本的に保険料で賄うことから、他の加入者の保険料負担を増

加させるため、恒常的に軽減することは難しいと考えています。 

(３)保険料の減免制度の被保険者への周知、及び現行制度の見直し・拡充を行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 保険料の減免制度については、現行の国保ガイドブックや窓口リーフレット

等で広報・周知しておりますが、今後とも区役所窓口等での丁寧な説明に努めてまいります。 

 また、減免制度の見直し・拡充については、厳しい本市の財政状況等から困難と考えており

ますが、今後とも区役所における納付相談等を通じて、個々の状況に応じて、きめ細かく対応

してまいります。 

(４)保険料滞納者に対する差し押さえ等については、何より生活に直結する問題のため、一律

的機械的なやり方を改め、生活実態を踏まえ、慎重に対応すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 保険料滞納者に対しては、生活実態や世帯の状況に応じたきめ細かな対応を

徹底しておりますが、文書、電話、訪問等の催告に応じていただけない世帯については財産調

査を実施し、その結果、納付資力がありながら解決に向けた自主的なご納付に応じていただけ

ない世帯に対して、国税徴収法に基づき差押処分を執行しております。 

(５)経営難や失業など「特別の事情」のある場合は資格証明書を出してはならないとする国の
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各種通達を遵守し、特別な事情の有無を確認しないまま発行しないこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 資格証明書の交付については、事前手続として必ず、証返還請求警告書と特

別な事情の有無を確認するための弁明書を送付するとともに、公費負担医療受給者についての

届出等を求めることによって交付対象者を把握し、運用に適正さを欠くことのないよう努めて

おります。 

(６)資格証明書交付世帯には、病気にかかった場合は医療機関にかかり、経済的困難なことを

表明すれば短期証に切り替わることを周知し、受診抑制しないような施策を打つこと。また、

医療機関にも周知すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 資格証明書を交付されている方から緊急に医療を受ける必要があり、医療機

関等の窓口で、医療費全額の支払いが困難であるとの申し出があった場合には、緊急性を優先

して区役所の判断により短期の保険証を交付するなど、柔軟に対応しております。 

 医療機関には、資格証明書を交付されている被保険者の方から医療費全額の支払いが困難で

あるとの申し出があった場合には、本人に対し、その場で区役所に相談するよう案内していた

だいております。 

(７)資格証・短期証世帯であっても、市内に住む全ての 18才未満の子どもには保険証を交付す

ることを徹底し、子どもの受療権を損なうことのないようにすること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 市内に住むすべての高校生世代までの子ども（18歳に達する日以降の最初の

３月 31日までの間にある被保険者）については、資格証明書交付世帯であっても交付対象から

除外して、保険証を交付することを徹底しています。 

(８)医療費一部負担金減免制度について、区役所にその申請書を常時備え付けること。また、

本制度を周知させるため、「国民健康保険ガイドブック」の中に窓口減免実施要綱の抜粋など

わかりやすい案内を載せること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 申請関係書類及び市民向けの案内チラシは区役所に常備されています。周知

については、「国民健康保険ガイドブック」に減免対象となる事由を掲載する等、わかりやすい

案内になるよう努めています。 

 

２．安心して老後が過ごせる高齢者施策の充実を 

(１)介護保険料の引き下げ・介護サービスの拡充をさせるよう、国に対して強く働きかけるこ

と。また、一般会計の繰入で保険料を引き下げること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 介護保険料引き下げ・介護サービス拡充については、国において社会保障全

般に検討がなされており、その推移を見守っています。 

 また、一般会計の繰入については、介護給付費等に要する費用の負担割合が法令で定められ
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ており、この割合を超えて負担し保険料を引き下げることはできません。 

(２)現行の特別養護老人ホーム整備計画を見直し、整備目標を引き上げること。さらに、ユニ

ット型個室だけではなく、経済的負担の少ない多床型も整備すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 特別養護老人ホームの整備につきましては、入所の必要性・緊急性の高い申

込者が、概ね１年以内に入所できる水準を維持するため、第５期横浜市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画に従い、年間 300床の整備を進めています。平成 25年度以降も、要介護認定

者の伸びを考慮し年間 300床の整備を進めていきます。 

 現在、横浜市の特別養護老人ホームの入所定員の５割以上は多床室となっています。ユニッ

ト型個室では、入所者のプライバシーへの配慮や居住環境の向上が図れることから、特別養護

老人ホームの整備につきましては、引き続き、全室個室・ユニットケアを基本として進めてい

きます。 

 また、低所得者対策として、一定の条件を満たす方を対象に、ユニット型個室の居住費を月

額 5,000 円程度助成し、経済的負担の軽減を図っています。 

(３)小規模多機能型居宅介護施設の整備を中学校区単位で促進すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 第５期介護保険事業計画に基づき、平成 26年度までに、概ね日常生活圏域（中

学校区）に１か所の整備を進めてまいります。 

(４)介護予防拠点である地域ケアプラザの整備にあたっては、災害時には給食施設としても大

きな役割を果たすことを鑑み、デイサービスの整備を行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 民間事業者のデイサービスへの参入が進み、供給過剰であることから、平成

18年度に策定した中期計画の中でも、今後は地域ケアプラザにデイサービスを整備しない方針

としています。 

(５)介護人材確保のため、生活できる賃金水準の目標を設定し、介護労働者の大幅な賃上げを

国に求めること。また、市独自の人材確保策を推進し、研修中についても充分な生活支援や

家賃支援を行い、施設に対して欠員による人員補充のための補助を行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 介護職員の処遇については、国において処遇改善加算として介護報酬に含む

こととし、今後は介護報酬の基本サービス費において評価される予定となっているところであ

り、国の動向については今後とも注視していきたいと考えております。 

 本市独自に補助等を行うことは、多くの市費を投入する必要が生じることから困難であると

考えております。 

(６)介護サービスを左右する認定調査員・認定審査会委員の研修は、従来行われている新任研

修や制度改正時の研修にとどまらず、その後も時間を確保し、十分に行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 認定調査員に対しては、新任時及び制度改正時だけでなく、区局で協力しな
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がら現任研修を行ってまいります。審査会委員の研修につきましては、委員改選時の機会だけ

でなく、年１回は行っているところですが、引き続き要介護認定業務が適正に行われるよう努

めてまいります。 

(７)この間、国によって、サービス利用時間の切り下げなど介護保険サービスの切り下げが行

われたが、市内の介護保険利用者の実態を把握し国に対して改善の申し入れを行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 今後も介護保険サービスの利用状況の把握に努め、引き続き、国の動向を見

守るとともに、必要に応じて国への要望を行っていきます。 

(８)介護保険のサービスを活用する際、経済的な問題で利用料が払えない方に対して、応急的

に介護サービスを利用できる対応を国に対して求めること。 

 ＜回 答＞ 

（健康福祉局）低所得者の負担軽減の拡大について、引き続き、国に要望を行っていきます。 

 また横浜市では、低所得者の経済的負担の軽減を図るための独自制度として、介護サービス

自己負担助成制度を設けています。 

 

３．障害者施策の拡充を 

(１)福祉パスを有料化しないこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 今回の見直しでは、対象者を拡大する一方で、負担金導入により真に必要な

人への交付を図り、制度拡大と同時に市費負担の抑制も図ります。金額については障害者の負

担感に配慮して設定しました。 

(２)福祉タクシー券・福祉パスの選択に、燃料給油券を加えること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） これまでのご要望も受けて他都市調査も行ってまいりました。その中で、使

用できる給油所が限られる等課題もあり、現時点では燃料給油券を導入することは困難である

と考えています。なお、公共交通機関を利用し難い方を想定した新規施策として、今年度から

ユニバーサルデザインタクシーの補助を始め、車椅子利用者が利用しやすい車両の普及に努め

ております。 

(３)障害者の権利擁護や差別防止により一層取り組むために、「障害者の権利条約」を活かした

市条例を制定すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 障害者の権利擁護や差別防止は、本市においても重要な課題であると認識し

ております。「障害者の権利条約」については、現在、国において批准に向けた法整備が進めら

れていることから、本市では当面、その動向を注視していきたいと考えています。 

(４)自立支援医療における非課税世帯の利用者負担を無料にすること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 本市では、自立支援医療費（精神通院医療）の負担のあり方については、国
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の責任において検討すべきと考えており、横浜市独自に、また、他都市と連携して、国に対し

て要望をしているところです。 

(５)障害者自立支援法を改定した「障害者総合支援法」が成立したが、障害者が生きるために

必要な支援を「益」とみなして利用者に１割負担を強いる現行法の根幹を残すものであるた

め、即刻中止するように国に求めること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を

見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律

（平成 22年法律第 71号）」により、障害者自立支援法が改正され、平成24年４月１日から利

用者負担については、応能負担が原則となりました。 

 また、これに先立ち国では、平成 22年４月から市民税非課税の低所得者世帯についても無料

とする見直しを行ない、負担軽減を図っております。平成 25年４月１日に施行される障害者総

合支援法では、引き続き、応能負担を原則としておりますが、本市では今後とも国の動向を注

視していきたいと考えています。 

(６)障害者団体への育成補助金の支給を継続するとともに増額すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 厳しい財政状況から予算の増額は困難です。 

(７)横浜市在宅心身障害者手当を復活し、精神障害者も含めるように拡充すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 在宅心身障害者手当の見直しを行った際、多くの障害者や家族が、「親なき後

の生活の安心」など、地域で安心して暮らせる仕組みを求めている事が確認されました。その

結果を受けて、将来にわたるあんしん施策へと転換しましたため、在宅心身障害者手当復活は

検討しておりません。 

 引き続き、将来にわたるあんしん施策を着実に推進していきます。 

(８)就労が厳しい障害者にとって命綱の障害者基礎年金をせめて最低限の生活ができるような

額に引き上げるよう、国に求めること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） ２級の障害基礎年金は、国民年金保険料を 40年間納付した老齢基礎年金額と

同様であり、１級の障害基礎年金額は、２級の障害基礎年金額の 1.25倍とされています。 

 障害基礎年金の増額は、国の施策として検討されるもので、財源の問題を含め、公平性の観

点から議論が必要と考えています。 

(９)「自立生活アシスタント派遣事業」を全市展開に向けて強化充実させること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 平成 24年度は対象障害別に、知的障害 19か所（うち新規２か所）、精神障害

15か所(うち新規４か所）、発達障害１か所、高次脳機能障害１か所で実施しています。 

 このことで、知的障害は 18区全てをカバーして実施、精神障害は 14区で実施ということに

なりました。引き続き、精神障害未実施の 4区でも実施できるよう検討していきます。 
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(10)移動情報センターを全区に配置するなど、支援施策再構築プロジェクトを全市展開するこ

と。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 中期４か年計画では、25年度までに９区で開設を予定しています。 

 移動情報センターの全区配置については、25年度までの実施状況を踏まえ、検討してまいり

ます。 

(11)障害者後見的支援制度を早急に全区で実施すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 既存実施区の登録者像の把握、課題の分析等を進め、できる限り早い段階で

18区展開できるように目指していきます。 

(12)障害者の自主製品販路拡大のため、市営地下鉄など市の事業委託先における障害者の就労

確保や常設店の設置など、支援を行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 手帳の交付については速やかに交付するよう努めてまいります。 手帳の交

付については速やかに交付するよう努めてまいります。 

(13)横浜市の Webページを、情報バリアフリーガイドラインに沿って、全ての部署が整備する

こと。 

＜回 答＞ 

（市民局） 横浜市では「横浜市インターネット情報受発信ガイドライン」を定め、その中の

｢WEBページ作成基準 2 WEB ページ作成の考え方(3)｣

（http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/it/gl/dr/dr1.html）において、「WEB ページの

アクセシビリティの向上に十分な配慮をすること」と明記し、各区局に促しています。 

 引き続き、WEBサイトの運営に関わる職員向けの研修等で指導を行なっていきます。 

(14)身体障害者のために次の施策を進めること。 

① 新たに障害をもつことになった身体障害者が速やかに医療福祉制度を活用できるように、手

帳の交付を速やかに行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 手帳の交付については速やかに交付するよう努めてまいります。 

② ホームドアの設置を進めるように、国や各鉄道会社に対して求めること。 

＜回 答＞ 

（都市整備局）［健康福祉局］ ホームドア設置などの鉄道駅の安全性の確保は、基本的に鉄道

事業者の責任において対応すべきものと考えており、市民の安全確保の観点から、鉄道事業者

に働きかけていきます。 

③ 近年増えている日本語の新しい言葉に対応するために、手話指導者向けの研修会を設けるこ

と。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 厳しい財政状況から、新たな予算措置は非常に困難です。今後、既存事業の



２７ 

 

中で、実施方法も含め検討してまいります。 

④ 聴覚障害者向けの火災報知器の給付制限を緩和して、部屋数に見合う必要な台数が設置でき

るよう基準額を増やすこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 横浜市障害者（児）日常生活用具給付等事業では、「聴覚障害者用屋内信号装

置」の品目で、聴覚障害者向け機能を有する受信機に信号を送る発信機機能が付加された火災

警報器について、基準額以内で同一年度であれば複数個の申請を認めています（一般の火災警

報器は対象外です。）。 

 借家で、取付を希望する場合は、管理者等の了解が必要となります。 

⑤ 重度障害者が医療機関にかかる場合の移動支援を、院内介助にも利用できるようにすること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 病院内での院内介助については、利用者の状態像から必要性を判断し、障害

者自立支援法における居宅介護サービスの通院等介助（ヘルパーによる支援）でサービス提供

は可能です。 

⑥ 重度障害者の補助金のある日常生活用具として支給対象外となっているパソコンの支給を

復活させること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 障害者日常生活用具事業は、障害者自立支援法第 77条第１項第２号に基づく

事業で、国の通知により用具の要件が定められています。その一つに、「用具の製作、改良又は

開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普

及していないもの」という規定があります。パーソナルコンピューターは一般に普及した商品

との考えから、障害者日常生活用具の対象とはできません。 

⑦ 呼吸器障害者が大きな負担を感じている酸素吸入費用の助成、及び酸素濃縮器の電気代補助

を増額すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 厳しい財政状況の中、市独自の助成を行うことは困難です。 

⑧ 軽中等度難聴者に補聴器の交付を行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 補聴器については、障害者自立支援法の制度である補装具費支給事業で対象

品目となっていますが、障害者手帳の取得まで至らない聴覚障害の方は対象となっておりませ

ん。市独自施策での対応は、財政状況の厳しい中、現時点では困難です。 

⑨ 市や区主催の講演や講座に、手話だけでなく要約筆記通訳者を配置すること。また、公共施

設への磁気ループの設置を進めること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 健康福祉局では各区局長あてに、市民向けの講演会等に手話通訳や要約筆記

通訳を配置するよう依頼をしております。（平成 24年度は 11月１日付で通知済み）今後も引き

続き、関係部署への働きかけを継続してまいります。 
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 また、公共施設への磁気ループにつきましては、今後、公共施設所管の関係部署へ設置につ

いて働きかけを行ってまいります。 

(15)精神障害者のために次の施策を進めること。 

①「重度障害者医療費助成制度」を速やかに精神障害者１・２級にも適用すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 厳しい財政状況の中ではありますが、県補助要綱に沿って、精神障害１級の

通院費用について制度を適用します。 

② 精神障害者に関して、いざというときのために、24 時間 365 日ワンストップの「緊急時ホ

ットライン」を早急に整備すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 将来にわたるあんしん施策の「緊急時ホットライン」として、事業の対象を

精神障害の当事者とし、現在ある公の機関や民間の資源を活用したり充実させることで、地域

で安心して生活していける支援体制の構築に向け調査、会議費を計上しています。 

 なお、精神障害者の家族を対象にして、家族の緊急避難場所の提供や心のケア、精神疾患と

精神障害者への理解を深める講座を行なう「精神障害者の家族支援事業」があります。 

③ 精神障害者が地域生活を安心して送れるように、多職種による訪問医療や地域生活支援の体

制（アウトリーチ)を構築すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 横浜版アウトリーチシステムの構築は、厳しい財政状況の中、実施は困難で

すが、市内には精神保健福祉施策を支える病院や診療所、訪問看護ステーションなどの様々な

社会資源があります。また、各区福祉保健センターに加え、市独自事業の自立生活アシスタン

ト、精神障害者生活支援センター、精神障害者地域移行・地域定着支援事業もその一端を担っ

ています。今後も、既存の社会資源が有機的に連携するよう対応します。 

④ 精神障害者が合併症を併発した場合に受け入れを行える病院を整備すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 精神科病院入院中に身体的な疾患を合併した方について、転院調整及び病床

確保を行う身体合併症転院事業を実施しています。県等との協調体制において、県内の合併症

転院受入病床のあり方について検討してまいります。 

⑤ 高齢化や合併症で手厚いケアが必要になっても、社会的入院をすることなく、地域での在宅

生活を続けられるように、ケアホームを早急に整備すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 高齢化対応グループホームについては、高齢化に伴う疾病等により、医療的

ケアが必要となり、かつ、日中活動が困難となる精神障害者等を対象とした、モデル事業の実

施内容を検討しているところです。 

⑥ 三障害一元化の観点から、他の障害では無料になっている医師の診断書を、精神障害につい

ても市の独自措置として無料にすること。 
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＜回 答＞ 

（健康福祉局） 自立支援医療（精神通院医療）における医師の診断書料については、育成医

療・更生医療と同様に、利用者負担がなくなるよう、必要な措置を講ずることを国に向けて要

望しているところです。厳しい財政状況の中、本市独自施策としての実施は困難です。 

⑦「知的障害者雇用事業」と同種のものを精神障害者にも広げ、市として精神障害者の雇用促

進を率先して図ること。並びに、全国的にも注目を浴びている精神障害者のグループ就労が

行われている場をこれまでどおり維持すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）［総務局］ 精神障害者の雇用については、障害者の雇用の促進等に関する法律

の趣旨も踏まえて、引き続き対応を検討していきたいと考えております。 

 また、精神障害者に対する雇用の場の確保については、重要な課題と考えております。一方、

業務委託にあたっては、運営状況に応じた執行が求められており、今後の対応について検討し

ていく必要があると考えております。 

⑧ 各区福祉保健センターのソーシャルワーカーを増員し、相談窓口機能を強化すること。また、

利用者が慣れるのに時間を要するソーシャルワーカーの異動をできるだけ控えること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）［総務局］ 各区福祉保健センターの医療ソーシャルワーカーの配置については、

民間医療機関や生活支援センターなど、関係機関との連携を図りながら充実に向けて取り組ん

でおり、こうした状況も踏まえ、区福祉保健センターの執行体制については、各区の実情に合

わせた体制としています。 

 なお、平成 25年度においては、港南区、旭区で合計２名の医療ソーシャルワーカーの増員を

見込んでいます。 

 また、人事異動については、職員の人材育成と職場の執行体制を考慮したうえで実施してい

ます。 

 精神障害者を含む個別ケースの支援については、職員の異動により、相談者への支援が途切

れることの無いよう、業務引継等をしっかりと行ってまいります。 

 

４．最後のセーフティネットとしての生活保護施策の改善を 

(１)生活保護制度での本市の補足率を公表すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 補足率については、定義もあいまいであり算出は困難と考えています。 

(２)受給期間の制限や医療費負担など、生活保護法を改定しないよう、国に求めること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 現在、厚生労働省において、生活保護制度の見直しについて検討されていま

すが、受給期間の制限や医療費の自己負担は盛り込まれておりません。 

(３)生活保護基準の増額、老齢加算の復活や夏季加算を国に求めること。 
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＜回 答＞ 

（健康福祉局） 生活保護基準については、年度ごとに、厚生労働大臣が一般国民の消費動向

等を踏まえ定めています。70歳以上の高齢者は、老齢加算に相当するだけの特別な事情がある

とは認められないため、国は廃止することにしたものであり、本市としても、国に要望する考

えはありません。また、現在、社会保障審議会の中の生活保護基準部会から報告書が提出され、

その内容を踏まえて国で検討を進めており、本市として基準の増額や夏期加算について要望す

る考えはありません。 

(４)生活保護申請書を窓口に常置し、申請権を保障すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 生活保護の相談のため福祉保健センターに来られた方には、専門の職員がそ

の方の生活状況をよくお聞きするとともに、生活保護制度の趣旨や受給要件をご説明し、その

上で申請意思を確認し、申請の手続きを援助しております。なお、申請の意思のある方に対し

ては、申請書を交付するよう指導しております。 

(５)夏季見舞金を復活すること。また、クーラーの設置に伴う融資を収入認定しないことをも

れなく全ての保護世帯に周知すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 生活保護基準は全国一律に適用されるべきものであり、市独自の手当を創設

する考えはありません。冷房設備の設置のための生活福祉資金の取扱いについては、収入がな

い世帯は貸付が受けられない状況であるため、一律の周知は考えておりません。なお、国に対

して、収入がない世帯も貸付対象とするように要望しています。 

(６)職業訓練や資格取得に必要な費用の補助等の支援を強め、行き過ぎた就労指導はやめるこ

と。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 生活保護受給者の病状、職歴などを総合的に判断して就労の支援を行ってお

り、無理な就労指導は行っておりません。また、資格取得が必要な世帯には、技能習得費を認

定しています。 

(７)生活保護世帯へのあんしん電話の回線等使用料負担を撤回すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） これまで、あんしん電話の制度をご利用いただけるのは、ＮＴＴアナログ回

線の電話を使用している方のみでしたが、平成 24年７月の制度改正により、それ以外の回線を

使用している方にも広くご利用いただけるようになりました。 

 回線の拡大にあわせ、固定電話そのものにかかる費用についてはすべての方にお支払いいた

だくこととしました。 

 あんしん電話を必要としている多くの方に制度をご利用いただくための見直しになりますの

で、ご理解をお願いします。 

(８)現在、局付けで配置されている警察官 OBの配置をやめること。 
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＜回 答＞ 

（健康福祉局） 生活保護特別相談員は、悪質な不正受給事例に対する告訴等の対応、暴力団

関係者への対応支援などのために配置したものです。 

(９)悪質な無料低額宿泊所に対して、適切な指導を行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 健康福祉局監査課、援護対策担当及び区役所保護課にて施設監査を実施して

いるところです。 

 

５．保健医療施策の拡充を 

(１)狭隘だと指摘され続けている市民病院の建て替えを、計画的に推進すること。 

＜回 答＞ 

（病院経営局） 再整備に関しては、25年度から基本計画の策定に取り組む予定であり、引き

続き具体的な検討を進めてまいります。 

(２)市内の基幹病院として、民間では不採算部門である救急医療や小児科産婦人科医療の大き

な役割を担っている市立２病院（市民病院・脳血管医療センター)、市大２病院について、必

要な人員確保を行うこと。そのために必要な一般会計からの繰り入れは削減せずに行うこと。

もちろん、市立２病院については直営を維持すること。 

＜回 答＞ 

（病院経営局） 市立２病院では、救急医療や小児科産婦人科医療を適切に提供できるよう、

引き続き人員確保に努めてまいります。 

 一般会計からの繰入金については、第２次横浜市立病院中期経営プランの策定に当たり積算

方法の見直しを行い、国の定める繰出基準や地方交付税の算定方法等を参考に積算しました。 

 経営形態については、市民病院の再整備に向けた検討及び脳血管医療センターの医療機能拡

充を見据えたうえで検討してまいります。 

（政策局）（下線部について回答） 市大からは、引き続き、必要な人員確保に努めていくと聞

いております。 

(３)公的施設であれ民間施設であれ、医療機関は高次の公益性をもつ施設であるため、市内全

体での医師不足解消を、市として責任をもって行うこと。具体的には、市内の各病院で後期

研修プログラムの充実・相互交流を行いながら、出来るだけ多くの後期研修医を受け入れら

れるような戦略をもつこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 医師不足解消については、神奈川県が「後期研修医等確保支援事業」として

実施していることや、個々の病院でも可能な限り受け入れ努力は行っていることから、横浜市

として、後期研修医の受入に関する直接の支援は現在のところ検討しておりません。 

(４)慢性的な看護師不足解消のために、看護学生への奨学金制度の創設など、看護師の待遇改

善の施策を進めること。 
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＜回 答＞ 

（健康福祉局） 看護学生への奨学金の給付などは個々の病院が既に実施しています。看護師

の福利厚生等待遇面は各病院が看護師を募集する際に他と差別化を図る要素の一つであり、自

助努力も行っていることから、横浜市としては、引き続き、看護職復職支援事業などを通じて、

市内看護師不足の解消に努めてまいります。 

(５)小児医療費助成の対象年齢を当面小学６年生まで引き上げるとともに、所得制限を撤廃する

こと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） さらなる制度の拡充については多額の費用が必要となりますので、財政状況

などを見極めながら、検討していきます。 

(６)各区福祉保健センターの医師を増員するとともに、各区センター長には医師を配置するこ

と。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）［総務局］ 全国的に保健行政医師が不足する中で、厳しい状況にありますが、

各区福祉保健センターや局の業務に対応するため、今後も引き続き医師の採用を行ってまいり

ます。 

 また、区福祉保健センターは、センター長が医師以外の職種となっている区もありますが、

その場合はセンター長が健康危機管理等に的確に対応できるように、原則として保健行政医師

を配置し、医学的支援等を行うとともに、健康福祉局の保健行政医師も必要に応じて区福祉保

健センターの支援を行っています。 

(７)女性の医師や看護師の就労と職場復帰を支援するため、院内保育施設の完備、保育時間の

延長、病児保育の実施、学童保育の年限延長をはじめ、就労しやすい条件整備を、本腰を入

れて行うこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）［こども青少年局］ 女性医師や看護職員が継続して働き続けるためには、保育

施設等の社会資源の充実とともに、各医療機関による多様な勤務形態の導入や院内保育所の設

置など、環境整備の取組が必要であると考えます。本市でも 24時間院内保育所の運営費や子育

て等で夜間当直ができない医師の代替として雇用する医師の人件費の一部を助成するなど、今

後も女性医師や看護職員の確保・定着対策に努めてまいります。 

(８)肺炎球菌ワクチン摂取の公的助成対象を、重度障害者に加えて、呼吸器障害者および 65

歳以上の高齢者に拡大すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 本市では、予防接種法に定められた定期予防接種及び国等の補助制度がある

予防接種について、接種費用の全部又は一部を市費負担により実施しています。肺炎球菌ワク

チンの助成については、現在一部の障害者を対象として接種費用の一部を市費負担により実施

していますが、財政状況の厳しい中、対象者の拡大は困難です。 

(９)全国的に低い本市のガン検診受診率を引き上げるために、全ての対象者に個別通知すると
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ともに、がん検診の個人負担料を引き下げること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 個別通知ですが、子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診については、国庫補助

事業として特定の対象年齢の方に無料クーポン券を送付するほか、24年度より子宮頸がん検診

については受診率の低い20歳と 25歳を対象に再勧奨通知を送付しております。 

  その他の個別勧奨については、今後検討してまいります。 

 個人負担料については、厳しい財政状況の中、現時点では引き下げは考えておりません。  

(10)がん検診体制の拡充・精度管理の向上のため、医療機関との個別契約を医師会委託方式に

変更すること。また、医療機関の現状を鑑み、福岡市や新潟市で行われているように胃がん

検診については内視鏡による検診も認めること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 検診体制の医師会委託方式への変更については、医師会委託方式で実施して

いる事業（肺がん検診、ＰＳＡ検査、健康診査、肝炎検査）の実施状況等を踏まえて検討して

まいります。 

 内視鏡による胃がん検診については、国の検討会の動向を引き続き注視していくとともに、

それを踏まえた対応が、速やかに行えるように、必要な検討を進めてまいります。 

(11)特定健診制度の受診率を引き上げるために、誕生月から一年間受診できるようにすること。

また、胸部レントゲン検査も上乗せすること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 特定健診は年度に１回の受診となっており、５月下旬に個別に受診券を対象

者に郵送しますが、区役所窓口で手続きをしていただければ４月初旬から受診券を受け取るこ

とができ、１年間いつでも受診が可能です。 

 なお、特定健診は、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病の予防のための健診と

して位置づけられており、胸部レントゲンの実施を想定していません。胸部レントゲンにつき

ましては、肺がん検診にて受診できますので、ご活用いただければと思います。 

(12)各区休日急患診療所の老朽化した施設の建替えは、計画を前倒しして早急に実施すること。

また、各区休日急患診療所の非常用自家発電装置を整備拡充すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）  災害時における休日急患診療所の機能確保の点からも、建替えの早期推進に

取り組みます。また、非常用自家発電装置の機能強化に向けた整備費用の助成を行います。 

(13)夜間の耳鼻咽喉科・眼科の二次救急体制を確立すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）  耳鼻咽喉科・眼科の二次救急応需可能な医療機関情報は、平成 24年度に運用

を開始した「横浜市救急医療情報システム（ＹＭＩＳ）」により、救急隊や夜間急病センターに

情報提供できる体制を整備しました。 

(14)国に対して医業税制の存続及び診療報酬への消費税のゼロ税率の適用を求めること。 
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＜回 答＞ 

（健康福祉局）  厚生労働省の平成 23年度税制改革要望事項に、「社会保険診療報酬に係る事

業税の非課税措置の存続」と「社会保険診療等に係る消費税のあり方の検討」を盛り込むなど、

厚生労働省も課題として認識していることから、本市といたしましては、税制調査会の動向を

見守っていきたいと考えております。 

(15)後期高齢者医療制度の保険料減免制度や窓口一部負担金減免規定を十分周知すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 減免制度については、広域連合発行のガイドブック等の発行物を活用し、適

切かつ的確に周知してまいります。 

(16)後期高齢者医療制度は廃止し、老人保健制度に戻すよう、国に対して働きかけること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 国では「社会保障・税 一体改革法案」に基づき、平成25年８月までに、後

期高齢者医療制度を含め社会保障制度のあり方について結論を出す予定です。本市としては、

国の動向を注視してまいります。 

(17)後期高齢者医療制度において、滞納したことを懲罰とし、受療権を奪うような短期証の発

行はやめること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 短期証は、通常証と同じ自己負担割合で医療機関を受診できるため、医療機

会を奪うものではありません。本市では、資力があるのに納付しない高額滞納者に対し、納付

相談の機会を設けるために短期証を交付しています。 

(18)介護保険施設が協力歯科医療機関を指定する際、質的担保を図るため、専門的な内容の所

定研修の受講を要件すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 協力歯科医療機関については、各事業者が定めていくものとなっております。 

 なお、協力歯科医療機関の質の確保については、引き続き横浜市歯科医師会からご意見をい

ただいてまいりたいと考えております。 

(19)現在市内で一箇所しかない障害者歯科センターを、横浜の北部地域・南部地域にも設置す

ること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 横浜市の障害者歯科診療につきましては、横浜市歯科保健医療センターをは

じめ、身近なところで受診できる 219か所の協力医療機関があります(平成 24年４月時点)。ま

た、歯科訪問車の導入により通院が難しい方の歯科診療の推進に努めております。 

 また、高次障害者歯科医療施設としては、鶴見大学歯学部付属病院、神奈川歯科大学附属横

浜クリニックや県立こども医療センター等があります。 

 施設の充実につきましては、患者数の推移や、協力医療機関との機能分担・連携の状況を踏

まえ関係機関と検討してまいります。 

(20)医療機関で医療費の一部負担金の免除ができる無料低額診療施設をもっと増やすように働
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きかけ、市の単独事業として薬局法人にも制度が適用されるようにすること。またホームペ

ージでの掲載にとどまらず、同制度を広く市民に周知すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 無料低額診療事業については、国で事業のあり方の検討を進めているところ

であり、医療機関への働きかけについてはその結果を踏まえて検討していきます。また、市の

単独事業としての薬局法人への適用は考えておりません。 

 市民周知については、各医療機関が本人負担分の医療費を負担するものであり、その判断は

医療機関側が行うものであるため、本市ホームページへの掲載以外の積極的な周知は行ってい

ません。 

 現在、事業の実施医療機関で構成する団体と事業のあり方について意見交換を行っており、

制度の周知方法についても検討を行っています。 

(21)京浜臨海部のライフイノベーション国際戦略総合特区に、医学部新設を盛り込まないよう、

県に申し入れを行うこと。 

＜回 答＞ 

（経済局） 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区は、個別化・予防医療時代に

対応したグローバル企業による革新的医薬品・医療機器の開発・製造と健康関連産業の創出を

目的としており、医学部新設については、当初の事業計画には盛り込まれていません。また、

現段階で県から具体的な事業提案等はありません。 

 

６．原発事故による放射線被害への対応など 

(１)常設モニタリングポストを増設し、継続的な放射線測定を引き続き行うこと。 

＜回 答＞ 

（環境創造局）  環境科学研究所のモニタリングポストに加え、平成 24年３月には保土ケ谷区

仏向西の市有地において地上１ｍの高さにモニタリングポストを設置しました。本市によるこ

の２か所でのモニタリングポストの測定結果は、随時市のホームページに掲載しています。 

(２)保育園での給食食材の放射能測定体制を全市的に広げ、結果を公表すること。また、幼稚

園などにも検査体制を拡充させていくこと。 

＜回 答＞ 

（こども青少年局） 給食食材の事前放射性物質検査は、市立保育所、認可保育所、横浜保育

室を対象に平成 24年７月から、１日１園で実施しており、平成 25年度についても、引き続き、

実施してまいります。 

 また、結果については、給食提供日に本市ホームページで公表しています。 

 私立幼稚園の給食等、運営内容にかかる指導監督は神奈川県が所管していることから、本市

において、幼稚園での給食食材の放射能測定は予定しておりません。 

 幼稚園に対しては、保育所等における給食食材の測定にあたって検出された放射性物質関連

情報等を提供してまいります。 

 (３)公園・道路などの空間線量の測定を引き続き行うこと。 



３６ 

 

＜回 答＞ 

（環境創造局）（公園について） 公園の空間線量については、今後も、市民の方からのご要

望に応じて測定してまいります。 

（道路局）［環境創造局］（道路について） 継続測定として、平成 24 年９月に小学校等 183

施設（小学校 172施設、中学校 11施設）の周辺道路を測定しています。 

 今後も半年毎に測定し、結果は本市ホームページで公表してまいります。 

 (４)本場や南部・食肉などの各市場での検査体制を継続させること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）［経済局］ 各市場食品衛生検査所及び食肉衛生検査所において、引き続き食品

中の放射性物質検査を実施していきます。 

 

７．災害時の医療体制の構築を 

(１)石巻市での経験のように、日頃より地域医療に関わる関係者が一同に集まる場を設置し、

発災時に行政区単位で地域医療の関係者がより機能的に動けるように、備えておくこと。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）  見直し検討中の防災計画では、市及び各区に災害医療連絡会議を新設し、平

常時から医療関係団体や関係機関が災害時医療について情報共有することにしています。発災

時には本会議を定時的に開催することで医療関連情報の相互共有に努め、一体的な医療活動が

展開できるように努めます。 

(２)震災での備えなど、近年民生委員の役割が増えているため、民生委員制度の充実・強化を

国に求めること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局） 地区担当民生委員の配置基準は、東京都部及び指定都市では、220 から 440

までの間のいずれかの数の世帯ごとに１人となっています。ただし、本市の場合、運用で 200

から 440世帯ごとに１人としています。 

 民生委員・児童委員との必要な情報共有の仕組みを作るなど活動しやすい環境づくりのため

に支援を行っています。 

(３)発災時の障害者へのきめ細やかな対応を防災計画に盛り込むこと。避難所における障害毎

の備品・装具・設備を充分確保し、障害毎に防災訓練を実施するなど、障害者の防災対策を

具体化して進めること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）［消防局］ 関係各機関と連携し、検討してまいります。 

(４)発災時における民間の中小規模病院の地域での役割を、明確に位置づけること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）  負傷者の受入医療機関の拡充が必要と認識しており、見直し検討中の防災計

画には、被災を免れた医療機関がいち早く負傷者受入態勢を整えることを明記していきます。 

(５)どこに行けば医療が受けられるのかなどの発災時の医療体制がわかるように、日頃から市
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民周知すること。 

 ＜回 答＞ 

（健康福祉局） 新たな防災計画の策定と合わせ、被災時の負傷者受入医療機関や、市民の皆

さまにお願いしたい受診行動について、あらゆる機会を利用して市民広報に努めていきます。
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Ⅲ 横浜市中小企業振興基本条例を基礎に、中小企業・自営業を名実とも

に横浜経済の柱に 

 

１．横浜市中小企業振興基本条例を、より一層、実効あるものとするために 

(１)横浜市中小企業振興基本条例に基づく施策を徹底するために、経済局予算の大幅増額と人

員の増員を行うこと。 

＜回 答＞ 

（財政局）[経済局] 本市の財政状況は厳しさを増す状況にありますが、横浜市中小企業振興

基本条例の趣旨を踏まえ、市内中小企業や商店街への支援など、中小企業の振興施策について

は、優先的に予算化しています。 

 経済局予算の執行については、企業・商店街への訪問や経済団体からの要望を踏まえ、より

効果の高い事業を実施できるようこれまでの施策内容をきめ細かく見直した上で、必要とされ

ている事業を充実します。 

（総務局）[経済局] 職員配置につきましては業務実態等を見極め、必要性を検討し、適切に

対応してまいります。 

 (２)横浜市中小企業振興基本条例に基づく取り組みの到達点に立ち、市内中小企業への受注機

会を前年度の実績を上回るように確保すること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 本市の発注については、市内経済の活性化の観点から、市内の事業者への優先発

注を基本方針としているところです。今後も、分離・分割発注の徹底や、市内中小企業限定入

札の実施により、中小専門事業者の育成や受注機会の確保を図ってまいります。 

(３)横浜市中小企業振興基本条例に基づく施策推進のために、特に中小製造業が集約している

港北区・戸塚区・金沢区・神奈川区・鶴見区・南区を重点に区役所に相談窓口を設置し、そ

のための専任の職員を配置すること。 

＜回 答＞ 

（経済局）［市民局］ 地域における中小製造業に対する施策につきましては、関係区局が連

携して、課題解決を図っております。 

 大規模産業団地が立地する金沢地区には地域相談窓口を設置し、地域のニーズに応じた対応

を行っているほか、24年度の「金沢区工業団地立地実態調査」では、経済局が金沢区の意見も

聞きながら実施しています。 

 また、その他市全体については、（公財）横浜企業経営支援財団の関内本部においてワンス

トップ経営相談窓口を開設し、経営に関する幅広い相談に応じており、さらに、技術課題を抱

えている中小企業に、技術の専門家を派遣しアドバイスを行う「技術相談事業」を実施してお

ります。 

 このように、関係部署や関係団体と連携し、施策推進に取り組んでいるため、現時点では専

任職員の配置が必要であるとは考えておりません。 

 今後も引き続き、地域ごとの特性を踏まえつつ、必要に応じた調査等による実態把握と相談
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等の支援を行います。 

(４)横浜市中小企業振興基本条例の趣旨と本市の取り組み状況をまとめたパンフレットを作成

し、条例の内容、本市の展開する施策等を内外に示すこと。 

＜回 答＞ 

（経済局） 条例の趣旨及び中小企業振興の取組状況の周知等については、毎年「取組状況報

告書」を作成し、市のホームページや経済関係団体等の各種企業向けメールマガジン・広報媒

体等のほか、経済関係団体の会合やイベントなどでの説明等により努めてきました。また、庁

内においても、横浜市中小企業振興推進会議において情報を共有し、全市一丸となって中小企

業振興の取組を進めています。 

 今後とも、取組状況の年次報告等を通じて、市内経済関係団体や中小企業の皆様、庁内への

周知徹底に努めてまいります。 

(５)「中小企業振興策の取り組み状況報告書」を市内業者団体、商店会等に配布し、市の取り

組みへの要望等意見聴取の場を多く設けること。その声を 2014年度施策に活かすこと。 

＜回 答＞ 

（経済局） 「平成 23 年度取組状況報告書」については、市会への報告後、市のホームペー

ジや経済関係団体等の各種企業向けメールマガジンで内容の周知を図るとともに横浜商工会

議所のほか横浜市工業会連合会、横浜市商店街総連合会、各法人会など経済団体に配付しまし

た。また、それぞれの団体のメールマガジンや広報媒体を通じた会員企業等への周知をお願い

するとともに、総会や交流会等の会合の場を捉えて意見交換を行いました。 

 この報告書等に対して市内中小企業、各種団体の皆様等から頂いたご意見を市全体で共有し、

次年度以降の予算においても、中小企業の基盤強化や成長発展の支援など、横浜経済の活性化

に向けた施策を積極的に展開し、市内中小企業者への支援を実施してまいります。 

(６)条例の推進機構である横浜市中小企業振興推進会議に加えて、関係団体、専門家らで構成

する「委員会」を設置すること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 本市では、これまでも「景況・経営動向調査」、「商店街経営実態調査」、「中小製

造業技術実態調査」などを通じて、職員自らが実際に企業を訪問し、直接、生の声を伺うこと

で、中小事業者の皆様の実情をしっかりと把握し、共有してきました。 

 また、24 年度から、中小企業支援コーディネーター、市職員、IDEC 職員がチームを組んで

企業を訪問する「現場訪問支援事業」を開始しております。 

 今後も、様々な機会を捉えて、職員自らがきめ細かく現場を回り、多くの企業の声を肌で感

じながら、さらに、これらの意見を中小企業振興推進会議において共有し、全市一丸となって

企業の実態やニーズに即した振興施策を進めていきます。 

(７)横浜市中小企業振興基本条例に基づいた施策に対する市内中小企業・自営業者の要望を把

握するために、アンケートやヒヤリング等を実施すること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 本市では、これまでも「景況・経営動向調査」、「商店街経営実態調査」、「中小製
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造業技術実態調査」などを通じて、職員自らが実際に企業を訪問し、直接、生の声を伺うこと

で、中小事業者の皆様の実情をしっかりと把握し、共有してきました。 

 また、24 年度から、中小企業支援コーディネーター、市職員、IDEC 職員がチームを組んで

企業を訪問する「現場訪問支援事業」を開始しております。 

 今後も、様々な機会を捉えて、職員自らがきめ細かく現場を回り、多くの企業の声を肌で感

じながら、さらに、これらの意見を中小企業振興推進会議において共有し、全市一丸となって

企業の実態やニーズに即した振興施策を進めていきます。    

 

２．横浜市中小企業振興基本条例に基づく市内中小企業・自営業者への具体的な施策を 

(１)同業種・異業種交流を本市が積極的に企画して行い、新たな成長産業の発掘・育成を行う

こと。 

＜回 答＞ 

（経済局） ＩＴ分野においては、半導体関連企業の交流会である新横浜 IT クラスター交流

会等の活動を支援し同業種交流を図っています。また、環境・エネルギー分野においては、ス

マートグリッド関連の異業種交流を行っている横浜スマートコミュニティを支援していると

ころです。 

  今後も、中小企業支援コーディネート事業をとおして中小企業の課題解決に向けた企業間連

携を促進するなどして、成長産業への進出や販路開拓等を支援してまいります。  

(２)各区役所に区内の中小企業・自営業者への支援を担う経済振興課を設置すること。 

＜回 答＞ 

（経済局）［市民局］ 市内中小企業への支援については、中小企業振興施策の中で、経済局

職員が日頃から中小企業や商店街等の現場に出向き、事業者のさまざまな情報やニーズの把握

に努め、施策展開を図っております。特に身近な課題やニーズなどは地域の視点での取組が必

要であり、関係区局が連携して、そのエリアの特性を踏まえた課題解決を図り、日頃からの連

携の中で経済施策へとつなげていきます。 

 このように、関係部署や関係団体と連携し、施策推進に取り組んでいるため、経済振興課の

設置については現時点では考えておりません。 

(３)局区連携して、地域ごとの経済振興・産業政策をつくること。 

＜回 答＞ 

（経済局）［政策局］ 地域における施策につきましては、周辺のニーズや身近な課題への対

応など、地域の視点での取組が必要です。そのため、関係区局が連携して、そのエリアの特性

を踏まえた課題解決を図り、日頃からの連携の中で経済施策へとつなげていきます。 

 

３．商店街の活性化・振興策について 

(１)「商店街経営実態調査」の結果を受けて、「商店街課題解決プラン支援事業」などの予算を

拡充し実施することになっている。今後も商店街振興のために必要とされる施策を拡充し、

そのための予算措置をすること。 
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＜回 答＞ 

（経済局） 課題を解決し活性化に取り組もうとする意欲的な商店街に対し、プラン策定から

事業実施までを一貫して支援する「商店街課題解決プラン支援事業」など、今後も、商店街や

地域の要望を踏まえながら商店街振興のための必要な施策を実施いたします。 

(２)地域住民・自営業者・企業と区で構成する「街づくり委員会（仮称)」を設置し、地域経済

振興策をつくること。商店街に参入しているチェーン店等がイベントに協力するよう要請す

ること。 

＜回 答＞ 

（経済局）［市民局］ 中小企業振興施策の中で、経済局職員が日頃から中小企業や商店街等

の現場に出向き、事業者のさまざまな情報やニーズの把握に努め、施策展開を図っております。 

 商店街と地域で活動する様々な団体や区とも連携しながら、地域特性を生かした商店街づく

りを支援していきます。 

(３)「創業ベンチャー促進資金」や「空き店舗活用事業」等制度や成功事例の周知徹底を図り、

新規参入・起業を増やすこと。また、制度の使い勝手についても改善を図ること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 創業ベンチャー促進資金や空き店舗活用事業につきましては、これまでも「事業

者の方向け施策支援ガイド」やパンフレットを各金融機関、区役所及び各種経済機関に配布を

しているほか、本市及び関係機関ホームページでの広報も行っております。 

  また、（公財）横浜企業経営支援財団において「起業にチャレンジ」という冊子を作成して

おり、先輩起業家の事例を紹介しています。 

 今後も制度の周知徹底に努め、意欲的な事業者の参入を促進してまいります。 

(４)郊外区の商店街活性化のため、住宅地域と病院・公共施設等と商店街を結ぶ「お買いもの

バス」やコミュニティバスを運行できるよう、区と局とで連携を強化すること。 

＜回 答＞ 

（道路局）［経済局］ 地域の特性にあった交通サービスの計画づくりから運行に至るまでの

地域活動に対して様々な支援を行う「地域交通サポート事業」を実施しておりますので、道路

局企画課あるいは区役所区政推進課にご相談願います。 

(５)「中小企業活力向上事業」｢空き店舗活用事業｣｢商店街ソフト支援事業｣などを活用できる

商店街については、経済局など関係局や区が積極的にかかわり、地域住民のコミュニティの

場となるよう街づくりの視点からの総合的な支援策をつくり、実施すること。 

＜回 答＞ 

（経済局）［市民局］ それぞれの商店街の現状を踏まえ、「商店街課題解決プラン支援事業」

などの本市の各種支援策や、国、県などの支援策の活用を提案し、商店街が行うコミュニティ

醸成の場づくりに向けた取組を支援します。 

(６)商店街の個店の LED化を進めるために、補助制度の創設やそれぞれの店舗にあった照明器

具を開発・生産できるよう、市内企業に働きかけ協力を得ること。 
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＜回 答＞ 

（経済局） 「商店街街路灯省エネ型ランプ交換事業」につきましては、地域コミュニティの

場として重要な役割を担う市内商店街に対して、街路灯の LED化に係る経費の一部を補助する

ことにより、商店街の負担を軽減するとともに省エネ化の推進を支援しています。 

 そのため、各個店に対する LED化支援は考えていません。 

 

４．市内中小企業・自営業者の公共工事・事業の受注機会の増大を 

(１)本市補助金事業における市内事業者への発注をさらに広げるために、対象を 100万円以上

の発注から 50万円以上に引き下げること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 本市からの補助金を使って行われる事業は、22年度予算執行分から 100万円以上

の発注については、市内事業者への発注を原則としているところです。当面は今回の改正によ

る効果を見極めていく必要があると考えています。 

(２)修繕等市の事業の受託業者に対し、特殊事情を除き、指定管理者も含めて、市内の事業者

に優先的に発注する制度をつくること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 受託業者に対し、市内中小企業の活用について要請しています。 

（政策局）（下線部について回答） 「横浜市中小企業振興基本条例」の趣旨を踏まえ、指定

管理業務における市内中小企業の活用について働きかけてまいります。 

(３)公共工事等における分離・分割発注工事の目標金額・件数等の数値目標を定め、市内企業

の受注機会を増やすこと。 

＜回 答＞ 

（財政局） 本市の発注については、市内経済の活性化の観点から、市内の事業者への優先発

注を基本方針としているところです。今後も、分離・分割発注を徹底すること等により、市内

の中小専門事業者の育成や受注機会の確保を図ってまいります。 

 なお、目標金額や件数等については、予算の制約や個々の事業計画、進捗状況、地元調整等、

年度ごとにばらつきがあるため、数値目標を定めることは難しいと考えています。 

(４)公共工事における小規模補修や小額施工工事等の随意契約工事においては、仕事おこし、

地域経済活性化の観点から、建設業許可の有無を問わない、各区の建設業者・職人を組織す

る団体等を窓口とする「小規模工事登録制度(仮称)」をつくること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 小規模な工事であっても、公共工事として適正な施工を確保する観点から、建設

業の許可を受けていることや、経営事項審査を受けていることなどの入札参加資格を満たして

いる事業者を契約の相手方としています。 

(５)市内建設業の健全な発展を図るため、入札において、ランクの細分化、業者数に見合った

工事の配分など入札競争環境の改善を図ること。 
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＜回 答＞ 

（財政局） 本市の入札契約制度は、①不正行為の防止、②競争性・透明性の向上、③工事の

質の確保、④市内企業の活性化を基本理念とし、実施しているところであり、ランクについて

は、平成 15 年 12 月の横浜市入札・契約制度改革検討委員会での、「ランクの細分化は業者の

棲み分けや固定化を招き、競争を制限する効果がある」との答申を受け、簡素化したものです。 

 その趣旨を踏まえ、引き続き、適正な競争環境の整備に努めてまいります。 

(６)不良・不適格業者を排除し、適切な競争性を確保するため、予定価格の事前公表を大規模

工事にとどめず、全発注工事について廃止すること。 

＜回 答＞ 

（財政局） これまでの事後公表の試行結果では、規模の大きな工事について、入札価格にば

らつきがあり、最低制限価格への集中度が緩和されることから、事業者の積算能力が入札に反

映されていると考えています。このことから、１億円以上（工種「ほ装」、「電気」、「管」及び

「造園」は５千万円以上）の工事など、技術的難易度が高く、規模の大きい工事については、

平成 24年度から予定価格を事後公表としました。 

 また、それ以外の規模の小さい工事については、事業者の積算能力が入札に反映される余地

は少ないと考えられるとともに、あらかじめ公表された予定価格を参考として入札参加の判断

ができるなどのメリットがあることから、引き続き、事前公表を原則としてまいります。 

(７)予定価格の 90％以上の設定など最低制限価格を適正水準に引き上げ、総合評価落札方式へ

の最低制限価格制度を導入すること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 最低制限価格については、工事に必要な経費を適正に反映することにより建設事

業者の健全な経営環境や工事の品質の確保を図るため、平成 22年度に引き続き、平成 23年５

月にも国の基準に準じ算出式を見直しました。今後とも、工事の履行状況等を確認するととも

に、国の動向も注視していきます。 

 総合評価落札方式の一般競争入札については、法令の制約により最低制限価格制度を採用で

きないため、低入札価格調査制度を採用しています。低入札価格調査制度を採用した入札では、

調査基準価格を下回る金額で入札が行われた場合において、入札者が提出した工事費内訳書の

金額と、本市の設計における内訳金額を比べ、一定の基準を下回るときは、契約の内容に適合

した履行が確保できない蓋然性が高いものとして、当該入札者を落札者としない失格基準を設

定しており、最低制限価格と同様の効果を得ることが可能であると考えます。なお、特別簡易

型については、平成 22年度に引き続き、平成 23年度も失格基準の引上げを行いました。 

 

５．不況に苦しむ市内中小企業・自営業者への支援の充実を 

(１)町工場に対し、貸し工場の家賃助成のさらなる上乗せ、対象エリアの拡大を図るとともに、

機械設備のリース代など固定費補助制度を創設すること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 貸工場への家賃助成については、中小製造業設備投資等助成制度において一定の
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対応をしており、上乗せは難しい状況にあります。対象エリアの拡大と機械設備のリース代に

ついては、25年度に助成対象地域を工業系用途地域外へ拡大するとともに、リースによる設備

機器への投資を助成対象に加えていきます。 

(２)無担保、無保証人の小額直貸し制度や生活資金を融資する「小規模事業者生活支援制度(仮

称)」の実現を図ること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 直貸しについては、管理上の問題や経費・人員確保の観点から実施は困難です。 

 制度融資は、中小企業の事業資金の調達のための制度であり、生活資金の融資は困難です。 

(３)すべての制度融資について返済期間 15年、据え置き期間３年に延長すること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 25年度は経済対策特別資金について「運転資金・設備資金とも５年以内」から「運

転資金・設備資金とも７年以内」、経営安定資金について「運転資金７年以内・設備資金 10年

以内」から「運転資金・設備資金とも 10年以内」に延長し、更なる拡充を図ります。 

(４)市税等の滞納の場合、話し合いにより分納している場合は、滞納扱いにしないで融資申し

込みを受け付けること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 市税等により運用されている制度融資は、社会的公平性の観点から申込時に納期

の到来した市民税の完納を要件としております。 

 

６．生き生きと生活できる雇用の創出を 

(１)本市が契約する工事や委託業務で働くすべての労働者に対して、本市が定めた最低賃金基

準を盛り込んだ、公契約条例を制定すること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 公契約条例の目的である労働者の賃金の確保は重要であると考えていますので、

本市では、賃金へのしわ寄せが懸念される、行き過ぎた低価格での入札の防止を重視し、その

対策に積極的に取り組んでいます。 

 公契約条例については、「労働者の賃金等の労働条件については、企業の労使間での自主的

な決定が原則」という国の見解があるほか、様々なご意見があります。 

こうした中、既に公契約条例を制定している川崎市や相模原市、千葉県野田市などの実施状況

等について確認したほか、他の自治体が行っている労働条件の確保のための様々な取組につい

ても調査しています。 

 公契約条例の制定については、今後も国の労働政策等の動向を注視するとともに、事業者団

体や労働者団体の皆様から幅広く御意見を伺いながら、引き続き研究していきます。 

 なお、本市では、平成 25年度から社会保険への加入を入札参加資格登録の要件とするなど、

労働条件の確保にも取り組んでいます。 

(２)企業立地促進条例の適用企業ごとに、市内雇用及び市内中小企業への発注実績を毎年公表

し、実績の低い企業については警告や改善を求めること。 
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＜回 答＞ 

（経済局）  企業立地促進条例の認定企業に対して毎年１月に事業実施状況報告を求めており、

市民雇用や市内企業への発注の状況について、全体の実績を年度末に公表しています。 

(３)企業立地促進条例は廃止すること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 市内経済の活性化及び市税確保による中長期的な財政基盤強化のため、企業誘致

施策として、企業立地促進条例による支援制度は必要と考えています。 

(４)ジョブマッチングよこはま事業への求人登録企業をさらに増やし、特に企業立地促進条例

適用企業については求人登録を義務付けること。 

＜回 答＞ 

（経済局） 「ジョブマッチングよこはま」事業を見直し、就職活動が難航している求職者を

主な対象としてコンサルティングを行う就職活動支援事業「ワークサポートよこはま」を新た

に実施いたします。また、求人を求める市内企業については、ハローワークをご案内していき

ます。 

 

７. 市内農業の発展を 

(１)農業をはじめ国内産業に打撃を与えるＴＰＰ(環太平洋連携協定)参加に反対表明をするこ

と。 

＜回 答＞ 

（政策局）［環境創造局］ 活力ある社会を次世代に引き継ぐために、伸び行くアジア太平洋

地域の活力を取り入れるという観点から、交渉参加に向けた協議に入るということは、必要だ

と考えます。 

 ただし、食料自給率が非常に低いなどの我が国を取り巻く状況や、世界経済、震災後の状態

を踏まえながら、国益を損なうことのないよう、国において取り組んで頂きたいと考えます。 

(２)市内産植木・花卉類の使用増にむけ、公共施設緑化事業受注者に対し事業ごとに市内産植

木・花卉の使用実績を報告させること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局） 公共施設緑化に市内産の苗木が使用されるよう、市内農家への育成栽培委託

に取り組んでおり、引き続き市内産植木・花卉類の使用の支援をしてまいります。 

(３)横浜ブランド農産物について、区役所、地区センターなどの市民利用施設に販売所を設置

することをはじめ、情報を記載したパンフレットやポスターを掲示するなど、ＰＲを強め、

販売促進をサポートすること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局） 平成 25年度から戸塚区役所に地産地消ＰＲ・直売コーナーを設置するととも

に、区役所等の市民利用施設で定期的に野菜市を開催します。また、横浜ブランド農産物や地

産地消のＰＲパンフレット・チラシ・のぼり旗などを、各区役所、農産物直売所などにて配布・

掲示を行っております。今後とも引き続き、市内の農協や農家と連携して、より一層、販売支
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援の取組やＰＲを推進してまいります。 

(４)生産緑地も含めた農地の重要性が全市民的な認識となるよう学校教育も含め、手立てを講

じること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局）［教育委員会事務局］ 農地は、農産物の生産の場であるとともに、田園景観の

提供、生物多様性の保全など、都市における緑の一つとして重要な役割を果たしています。そ

のため、本市では横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の３つの柱の１つに「農地を守る」

を位置づけ、あらゆる機会をとらえて、市民の皆様に積極的にお伝えし、その重要性を認識し

ていただけるよう取り組んでいます。 

 具体的には、広報誌等による情報提供、収穫体験農園や環境学習農園の開設支援、小学生を

対象にした出前講座や田んぼでの「生き物調査」の実施等を通じて、その認識を深めていただ

いています。引き続きこれらの取組を進めてまいります。 

(５)若者の自立支援としても有効な横浜チャレンジファーマー事業と若年無業者のマッチング

をすすめ、必要な予算措置を図ること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局） 農家以外からの就農には、農業技術の習得をはじめ、農地の確保、経営計画

や自己資金など様々な準備が必要であり、これらについての相談と研修先機関や受入先農家の

紹介、国・県の制度を活用した経営支援など、新規参入に向けた支援内容について、関係機関

への情報提供や市民の皆様へのＰＲを進めてまいります。 

(６)遊休農地対策を拡充すること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局） 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）により、規模拡大を希望する農家

や新規参入者に、積極的に貸し借りを促すことにより、遊休化の防止に努めています。また、

遊休化した農地を市が借り入れ、復元し、規模拡大を希望する農家等に貸し付ける取組も進め

ていますので、引き続きこの取組を推進いたします。 

(７)農地への不法投棄を厳しく取り締まること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局）［資源循環局］  農地への不法投棄対策としては、不法投棄が多発している地区

について、委託による警備会社の夜間パトロールの実施、監視警報装置による機械警備を行っ

ております。 

 夜間パトロールでは、警察に協力を依頼し、投棄現場を発見した場合の警察官の派遣など連

携して実施しております。引き続き地域の農地管理団体や警察などと連携を一層強化し、不法

投棄されにくい環境づくりを推進してまいります。 
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Ⅳ 災害に強く、環境にやさしい、平和な横浜を 

１．災害に強い 安全な街づくりをめざす 

(１)「防災計画」の見直しにあたっては、市民の命と財産を真に保護できる「計画」とするこ

と。国の｢防災基本計画｣に見られる従来型の｢応急対策中心｣ではなく、発想を大きく転換し

て｢災害の未然防止対策｣を中心に据えた横浜市独自の｢防災計画｣を策定すること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 市防災計画は、「被害を出さない地域・社会の実現」を目標に策定しており、予防

対策においても、ソフト・ハード両面からの対策をとることとしています。 

 また、今回の計画修正においても、「都市施設の防災機能の強化」、「市民への防災知識等の普

及促進」など、予防対策の充実強化に取り組んでいます。 

①｢市民の生命、身体及び財産を保護する｣という防災計画の目的・目標、つまり｢一人の命も失

わない｣｢被害を出さないまちづくり｣を明確にした｢計画｣にすること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 防災計画は、本市の防災に関する基本的な姿勢を示すものであり、現行計画でも、

人命被害を含めて「被害を出さない地域・社会の実現」を目標としておりますが、修正計画に

おいても、同様に被害を出さないということを目指していきます。 

②｢新たな知見｣及び｢横浜市の自然的・社会的特性｣を踏まえた｢計画｣とすること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 新たな知見を取り入れるとともに、本市の地域特性を踏まえて防災計画の見直し

に取り組んでいます。 

③市防災計画は、小学校区規模の「地域防災計画」を基礎に、｢市防災計画｣を作り上げること。

｢地域防災計画｣は、行政と市民の共同で作り上げる一大事業として取り組むこと。防災マッ

プは区段階にとどめず、身近に役立つものとして小学校区単位に作成すること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 市防災計画の修正にあたっては、地域特性を細かく反映させるために、市民意見

募集の実施や各区地域防災拠点運営委員会連絡協議会及び消防団との意見交換など、市民や地

域の意見を伺いながら修正を進めております。  

 また「地域防災計画」については、地域の皆様が取り組みやすいように、防災・減災を啓発

するパンフレットやハザードマップ等の情報提供を行ってまいります。 

④すべての市民が｢自分の身は自分で守る｣という防災意識を持つことは、防災対策の基本であ

る。｢自己責任論｣の立場から、行政の責任を後退させてはならない。防災意識の啓発、訓練

を｢計画｣のなかで最優先に位置付け、行政の責任でやりぬくこと。 

＜回 答＞ 

（消防局） 市民の皆様に自助・共助の大切さを知っていただくために、様々な方法で、啓発

を行います。 

 また、防災に関する正しい知識・技術を多くの方に身につけていただくことは大変重要であ

ることから、今後も地域の自主的な訓練を積極的に支援するとともに、防災意識の啓発に努め
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ていきます。 

⑤災害弱者といわれる高齢者、障害者等への応急対応策の｢計画｣を、きめ細かく、心の通った

ものとして策定すること。 

＜回 答＞ 

（健康福祉局）［消防局］ 次の趣旨を市防災計画に盛り込みます。 

・高齢者、障害者等の災害時要援護者支援に向けた対策として、 災害時における要援護者の

安否確認、避難支援等の支援活動が 円滑に行われるよう、平時から地域での見守り、支え

あい等の 取組を通じた災害への備えの取組が進められるよう支援してい くこと。 

・地域防災拠点等での要援護者用スペースの確保、特別避難場所での受入対応等、要援護者に

配慮した対応を進めていくこと。 

⑥「大地震の発生は必然的」との認識のもとで、まちづくり施策をはじめ福祉、経済等あらゆ

る施策で｢防災計画｣を踏まえるよう義務付けること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 防災計画は、災害から市民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、

本市のほか、市民や地域、防災関係機関が実施する震災の予防、応急対策及び復旧・復興対策

として、災害に強いまちづくりや災害時要援護者対策、経済・産業復興への備えなどを規定し

ております。 

 それぞれの主体が、この計画に基づき各種施策に取り組んでいます。 

⑦土地利用計画等まちづくりは、50年 100年 200年さらにその先を見通して行うこと。 

＜回 答＞ 

（都市整備局） 平成 24年度に改定した横浜市都市計画マスタープランでは、都市の成長管理

の視点のもと、人口減少など社会経済状況が著しく変化すると推測される超長期（2050 年頃）

を見据えたうえで、都市づくりの目標や方針を定めています。なお、東日本大震災を教訓とし

て、市民の生命を守ることを最優先とし、あわせて物的被害・経済的被害を最小化するため、

横浜市の特性を踏まえた減災に向けたまちづくりを目指します。 

⑧災害危険度の高い地区(エリア)、施設等を明確にして、それぞれの条件に即した「独自の防

災計画」を策定すること。 

特に、災害危険度の高い地区、施設等の一部を以下に例示する。 

・横浜駅周辺地区 

・木造住宅密集地区 

・不安定地盤(埋め立て・盛り土・崖・急傾斜地等)地区 

・津波被害想定地区(沿岸部及び低海抜・河川遡上可能性地域)及び施設(地下街、市営地下鉄、

みなとみらい線等) 

・大量危険物取扱事業施設・地区(コンビナート施設等) 

・原子力施設(研究用原子炉、原子力艦船、核燃料・放射性物質取扱工場等) 

＜回 答＞ 

（消防局）［都市整備局、建築局、交通局、政策局］ 政策局市防災計画では、例示にある地区
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や施設等への予防対策や応急対策についても規定しています。今後も、庁内での検討や国にお

ける検討などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

⑨コンビナート災害に対する「防災計画」は、県や企業任せにできない横浜市の重要課題であ

る。現行の「コンビナート防災計画」を本市の責任で実効あるものに見直すこと。 

＜回 答＞ 

（消防局） 「神奈川県石油コンビナート等防災計画」が、東日本大震災の教訓や国の石油コ

ンビナート区域に係る防災対策の検討結果を踏まえ、24 年４月に修正されたことを受け、「横

浜市石油コンビナート等防災対策編」を 24年９月に修正しました。 

 主な修正内容は、津波浸水対策を新たに規定するとともに、耐震対策、液状化対策、長周期

地震動対策等について、必要な対策を充実強化することを規定しました。 

⑩｢計画｣は、以上のような視点を踏まえて目標と到達時期を数値化した｢実行計画｣とすること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 新たな被害想定に基づいた減災目標を達成するために、具体的な施策や期間を定

めた「横浜市地震防災戦略」を別に策定し、それに基づいて本市の減災対策を推進していきま

す。 

 (２)原子力災害を｢防災計画｣に位置付け、事故の未然防止、発災時の応急対策、復旧対策等を

ふまえた「原子力施設防災計画」を、横浜市独自に策定すること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 原子力災害については、横浜市防災計画「都市災害対策編」に「放射性物質災害

対策」を規定し、「原子力施設における災害」についても想定災害としています。 

 なお、実用発電用原子炉に係る原子炉施設以外の対策については、今後、国の原子力規制委

員会で検討を行い、「原子力災害対策指針」の改訂や「原災法」の改正、「防災基本計画」の修

正を行うとされていることから、これらを踏まえ、本市の防災計画についても、必要に応じて

修正の検討を行います。 

①横須賀港を母港とする米核艦船の存在を正しく認識し、｢防災計画｣に位置付けること。原子

力事故に備えて、市民が対応できるように、必要な機材、装置の配備を整えること。同時に、

市民講座、広報などで原子力災害に対する正しい知識を日ごろから市民に周知すること。 

＜回 答＞ 

（消防局）[政策局] 原子力災害については、横浜市防災計画「都市災害対策編」に「放射性

物質災害対策」を規定し、「原子力施設における災害」についても想定災害としています。 

（健康福祉局）（下線部について回答） 放射線量測定機器の貸出については、各区役所に貸出

用測定機器を配置し、平成 24年１月 30日から貸出を開始しています。 

 また、放射線に関する広報等については必要に応じ、適宜行っていきます。 

②日本一危険といわれる浜岡原発の廃炉を、横浜市として国に求めること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局） 日本の原発に関する施策については、基本的には国が責任を持って判断すべ

き事項であると考えています。 
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(３)震災から市民の命を守る上で住宅の耐震化は決定的に重要である。市内全住宅の耐震化を

完了させること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 住宅の耐震化については、横浜市耐震改修促進計画において、平成 27年度の耐震

化率を 90%にする目標を定めています。 

 本市では、昭和 56年５月末日以前に着工された旧耐震の木造戸建住宅及び分譲マンションに

対し、耐震改修費用の一部を補助する事業を行っていますが、引き続きこれらの制度を活用し

ながら、住宅の耐震化を進めていきます。 

①本市の優れた制度である木造住宅耐震診断・耐震改修促進事業を一層積極的に推進すること。

制度を抜本改善するとともに、木造住宅リフォーム助成制度の創設など、耐震化率 100％へ

の数値目標を設定するなど積極的具体策を講じること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 本市では、横浜市耐震改修促進計画において、平成 27 年度の住宅の耐震化率を

90%にする目標を定め、住宅の耐震化を進めています。 

 24年度は、広報よこはま特別号の発行、旧耐震の木造住宅の多い地区へのチラシの戸別配布、

耐震診断と訪問相談の一連化などを実施し、木造住宅の耐震化を推進しました。 

 25年度も引き続き積極的に啓発・ＰＲや制度の改善を行い、制度の利用促進に努めます。 

 また、現在、木造住宅やマンションの耐震改修に対する助成事業を実施しているところであ

り、新たに一般的な木造住宅リフォーム助成制度を創設することについては現在のところ考え

ておりません。 

②マンションの耐震診断支援・耐震改修促進事業について、制度の周知を図り、対象施設の耐

震化を完了させること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 本市では、横浜市耐震改修促進計画において、平成 27 年度の住宅の耐震化率を

90%にする目標を定め、住宅の耐震化を進めています。 

 23年度からは、予備診断の結果、本診断が必要と判定されたマンションの管理組合を対象に、

無料の訪問相談制度を開始し、耐震化の支援を行っています。また、24年度は、広報よこはま

特別号やダイレクトメールを通して、制度の周知徹底を図りました。 

25年度も引き続き積極的に啓発・ＰＲを行い、制度の利用促進に努めます。 

(４)消防力については、引き続き抜本的強化を図ること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 「横浜市消防力の整備指針」に基づき、引き続き本市に必要な消防力の維持・確

保に努めていきます。 

(５)市民の防災意識を高め、わが身(命)を守る方法(術＝すべ)を、すべての市民を対象に周知・

徹底すること。 

 ＜回 答＞ 

（消防局）市民の皆様に、地震から命を守るための正しい知識や技術を身につけていただき、
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自助・共助の大切さを知っていただくことが重要と考えており、防災・減災を啓発するパンフ

レットなどの発行やイベントを利用した啓発などあらゆる機会をとらえて、様々な方法で、広

く市民を対象に周知・徹底を行います。 

①「防災」啓発のグッズ(パンフレット「減災行動のススメ」、防災マップなど)の発行、「防災

の日」、「火災予防週間」、防災訓練等の実施などは、全市民を対象とした規模、内容で行うこ

と。 

＜回 答＞ 

（消防局） 市民の皆様に、地震から命を守るための正しい知識や技術を身に着けていただき、

自助・共助の大切さを知っていただくことが重要と考えており、防災・減災を啓発するパンフ

レットなどの発行やイベントを利用した啓発などあらゆる機会をとらえて、様々な方法で、広

く市民を対象に周知・徹底を行います。 

 防災訓練の実施については、より多くの方が参加できるよう訓練方法等について検討してい

きます。 

②地域防災拠点や広域避難場所への避難路の確保と地域住民への周知とともに、それぞれの地

域の実情に即した施設・医療品・備蓄物品の拡充等を図ること。避難場所については、地域

の条件とあらゆる事態を想定した適切な場所を指定すること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 地域防災拠点、広域避難場所については、被災状況に応じた避難を考慮して、明

確な避難経路は設けておりませんが、広域避難場所については案内標識等による周知を行って

います。 

 また、備蓄品については、これまでも東日本大震災を受けて、ランタン、ガス式発電機、簡

易テントなどの新たな備蓄品の購入などの対応を行ってきました。 

 広域避難場所は、これまでも地域の実情を踏まえ見直しを行ってきました。今後も、引き続

き必要な見直しを行っていきます。 

③防災拠点や広域避難場所に鍵がかかっていたり、有刺鉄線で囲われていたりという現場が見

受けられる。これでは、いざというときに役立たない。実態把握の実地調査を行い、現状を

リアルに認識した上で対策を立てること。 

＜回 答＞ 

（消防局） 施錠された広域避難場所指定箇所については、24年５月に実態を把握し、火災・

延焼時に適切に避難できるよう、管理者と協議を行っています。 

(６)津波情報だけでなく様々な災害情報などを屋外放送で知らせることができ、全国で 76％の

市町村で設置されている(2011 年度末現在)同報系防災行政無線を、計画的に全市に設置する

こと。 

＜回 答＞ 

（消防局） 本市は、起伏が激しい地形で電波や音声が届きにくいなどの課題もあることから、

現時点では市内全域に同報系防災行政無線を整備する考えはありませんが、緊急速報メールや

防災情報Ｅメールなど、複数の手段を活用し、市民の皆様に情報伝達を行っていきます。 



５２ 

 

 

２．大型開発・都心部開発は見直し、地域生活圏における震災・防災対策を考慮した公共基盤

整備を図る 

(１)大型開発事業・都心部開発など大型公共事業の見直しを抜本的に行うこと。 

＜回 答＞ 

（政策局） 本市にとって必要な事業については、25年度も引き続き取り組んでいきます。 

①南本牧ふ頭整備計画については、国際的な物流動向や費用対効果の再検証を行い、MC-３の建

設工事と MC-４建設計画は凍結すること。 

＜回 答＞ 

（港湾局） 基幹航路においては、投入船舶の大型化が急速に進んでおり、次々に超大型船が

就航しております。そのため、横浜港においては、基幹航路の維持拡大を図るため、－20ｍの

大水深岸壁をもつＭＣ－３コンテナターミナルの整備を進めています。また、ＭＣ－４整備に

ついては、平成 25年度から岸壁整備に着手する予定です。 

②環境破壊・財政負担につながる高速横浜環状道路整備計画は、凍結・中止を含む抜本的見直

しを行うこと。南線については、国の事業評価の審査対象にもなっており、この際、事業の

必要性そのものを白紙から見直すこと。 

＜回 答＞ 

（道路局） 横浜環状道路は、本市の道路ネットワークの骨格となる重要な道路です。 

 横浜環状道路が整備されると、横浜港と背後圏の結びつきを強め、横浜港の国際競争力の強

化を図るとともに、災害時における支援物資や人員の輸送経路の確保など、平時にも災害時に

も必要な道路です。 

 本市では、中期４か年計画において、横浜版成長戦略として位置づけており、積極的に整備

を推進します。 

 首都圏の中核都市を連絡し、広域的な幹線道路網を形成する首都圏中央連絡自動車道(圏央

道)の一部として事業中の横浜環状南線については、平成 24年度に実施された事業再評価にお

いて「事業継続」となっています。平成 25年度も引き続き国や東日本高速道路株式会社と連携

して用地取得及び工事を進め、早期完成を目指してまいります。 

③都市計画道路については、社会・経済情勢の変化を踏まえるとともに財政状況等を考慮して、

住民の意見・要望を尊重し、真に必要な生活道路に絞りこむこと。変更候補路線とされた「岸

谷線」については、廃止すること。 

＜回 答＞ 

（道路局） 都市構造や社会状況等の様々な変化に適切に対応した道路ネットワークとするた

め、都市計画道路網の見直しを進め、現在、近隣住民の皆様へ説明しながら都市計画手続きを

行っております。 

  一方、本市の都市計画道路の整備状況は、他都市に比べ大きく遅れています。必要な見直し

を進めつつ、今後も着実な整備が必要と考えております。 

 なお、岸谷線は、鉄道による地域分断の解消や踏切事故対策に加え、災害時の避難路や緊急
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輸送路になるなど、地域防災性の観点からも必要な路線と考えております。 

④横浜駅周辺地区は災害の危険性の高い地域である。「エキサイトよこはま 22」(横浜駅周辺

大改造計画)は、災害を出さないまちづくりの見地から見直し、「人命を守る」まちづくり計

画に転換すること。 

＜回 答＞ 

（都市整備局） 「エキサイトよこはま２２（横浜駅周辺大改造計画）」では、まちづくりの戦

略に「安全安心戦略」を掲げるなど、防災機能の強化が目標に含まれていますが、東日本大震

災から得られた課題への対応を図る必要があるため、「まちづくりガイドライン」改定などに反

映していきます。 

ア．「本計画」についての次の市会答弁を速やかに具体化・実施すること。 

「3・11で得られた経験は、計画にキチンと反映していく」(市長、2011年 12月 12日本会議)、

「（現地調査)・・しっかりと慎重に調査もし、検証して・・キチンとやらせていただきま

す。」(市長、2012 年３月 21 日予算特別委員会総合審査)、「計画を必要な時点で見直し

をしてまいります。」(大場副市長、2012年３月 21日予算特別委員会総合審査) 

＜回 答＞ 

（都市整備局） 地域対応のルールや新規開発の整備誘導方針を「まちづくりガイドライン」

改定に盛り込むほか、津波を含めた治水安全度の確保が重要となるため、中期的な基盤整備の

考え方を示す「インフラ基本計画」に反映させます。また、このために必要となる現地調査や

施設管理者に対するヒアリングを進めてきました。 

イ．横浜駅周辺地域の「防災・減災緊急対策」を行政の責任で具体化すること。 

＜回 答＞ 

（都市整備局） 「エキサイトよこはま２２」計画のまちづくりガイドラインの改定にあたり、

東日本大震災を踏まえ、津波対策や帰宅困難者対策などについて、まち全体の基本方針や、個々

の建物の建替え等の際の基本ルール等の点検・見直しを行います。 

 具体的には、 

 津波対策として、  

  ・来街者の避難誘導や建物内の受入 

  ・津波避難施設としての協定締結の促進 

  ・避難経路や退避スペースとしても活用できるデッキレベル 

   の歩行者ネットワークの構築 

 帰宅困難者対策として、 

  ・従業員の施設内待機 

  ・各施設で発生する滞留者や帰宅困難者の受入 

  ・帰宅困難者一時滞在施設の指定促進 

 をガイドラインに盛込み、平成 25年度より運用する予定です。 

ウ．「緊急災害情報瞬時一斉伝達システム」を整備・設置すること。 
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＜回 答＞ 

（消防局）［都市整備局］ 災害情報の伝達については、本市からＪＲ横浜駅の駅事務所へ情報

提供し、そこから西口、東口の各防災センターへ連絡をし、館内放送を行うことで買い物に来

られた方々に情報を伝え、従業員が避難誘導する仕組みが既に構築されています。  

 この仕組みにより、火災や地震発生時に備えて各事業所の責任において日頃から訓練を行っ

ています。 

エ．利用者・来街者が自分の居る位置を認識できるように、地下街に海抜標示を設置するこ

と。 

＜回 答＞ 

（消防局）［都市整備局］ 海抜標示については、昨年度街路灯などに約 7,400 か所設置しまし

た。24年度は、地域の意見を聞きながら設置しています。 

 なお、横浜駅西口周辺については、地下街の管理者と協議の上で、地下街への入り口部分に

海抜標示を行うこととしました。 

⑤羽田空港に関わる「神奈川口構想」への参画はやめること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 「神奈川口構想につきましては、羽田空港再拡張・国際化の効果を最大限に活か

すための施策の一つであると考えております。 

(２)高齢者、低所得者層の増加等の今日の社会状況から、市営住宅入居希望が一層高まること

が予想されるため、市営住宅は、既存ストックの有効活用にとどまらず、新規建設にあらた

めて取りくむこと。また、民間社宅・住宅を借り上げ、市の責任で低家賃住宅として提供す

ること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 厳しい財政状況下にあっては、計画的な修繕や耐震対策等の改善を行うなど、既

存ストックの適切な維持保全を図りながら、長寿命化対策を進めていきます。市営住宅の入居

については、真に住宅に困窮している方々が入居できるように、収入超過者や高額所得者等に

対する対応や滞納の整理など入居者への適正な管理を進めます。 

 また、民間賃貸住宅を借り上げた、市営住宅の供給を現在も実施しておりますが、引き続き、

住宅に困窮する方々に対して提供を行っていきます。 

(３)開発･「宅地造成」・建築行為等に伴う紛争、マンションの「維持管理・耐震診断、建替え」、

「空き家（放置)住宅」など、建築･開発･住環境維持にかかわる様々な問題が頻発している。

これらの問題に対応できるよう建築主事の機能を持つ部署を各区役所に設ける等の前年度の

要望に対する「回答」は、「相談が各区にあった場合は、建築局各部署に適切に繋ぐことが

できるよう各区と連携をとり、建築宅地指導センターを始めとした各部署において・・対応

しております。」となっているが、対応できていないのが実情である。 

＜回 答＞ 

（建築局） 建築や開発に関し、各区役所に相談が寄せられた場合には、建築局所管課に連絡

いただいており、相談者へ関連法規や事例の説明をするとともに、必要に応じて事業者への連
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絡等の対応を行っています。 

①あらゆる問題に対応できるよう、各区役所に建築主事の機能を持つ部署を再配置すること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 建築等に関する相談に対しては、建築局所管課において、専門性を生かした対応

をしており、必要に応じ、各課連携して対応しています。今後とも、区との連携を図り、相談

への対応を行っていきます。  

②住宅･住環境は市民生活の基本条件であり、相談に当たっては憲法をはじめ他の法令との関連

などにも目を配り、市民の基本的権利が守られるよう丁寧に対応すること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 建築局では、建築関連法規に関する研修をはじめ、民法の相隣関係、民事の紛争

を想定した職員研修に取り組んでいます。これらを通じて、職員の知識や対応力を向上させ、

住宅・住環境に関する市民の皆様の相談に対応していきます。 

 (４)鉄道施設のバリアフリー化、安全対策を促進すること。 

＜回 答＞ 

（都市整備局）［健康福祉局］ 鉄道施設のバリアフリー化、安全性確保は、基本的に鉄道事業

者の責任において対応すべきものですが、鉄道事業者に働きかけていきます。  

①エレベーター等未整備の駅舎解消をはじめ、市内建築物・生活道路などのバリアフリー化を

一層促進すること。 

＜回 答＞ 

（都市整備局） 駅へのエレベーター設置などの鉄道駅へのバリアフリー化は、基本的に鉄道

事業者の責任において対応すべきものですが、市民のバリアフリー化の観点から鉄道事業者に

働きかけていきます。  

（健康福祉局）（市内建築物について） 建築物については、横浜市福祉のまちづくり条例に基

づき、施設の新設及び改修時に、バリアフリーに関する整備基準を遵守するよう施設整備者等

に対して働きかけています。また、本条例は平成24年 12月に全部改正を行い、現在、条例施

行規則の見直しを行っております。今後もより一層のバリアフリー化を促進してまいります。 

（道路局）（生活道路について） 道路については、高齢者や障害者などの自立した日常生活等

を確保するため、道路の新設や改良の際に、バリアフリー法等の基準に基づき歩道の整備を行

なっております。 

 また、既設の道路については、バリアフリー法に基づき、乗降客数の多い駅や公共施設など

が集まる地区を中心に「バリアフリー基本構想」を策定し、歩道の拡幅、段差の解消等の整備

を順次進めてまいります。 

②駅ホームドアの設置、改札口とホームの階段増設など鉄道駅舎施設の安全対策、混雑緩和策

を、緊急を要する課題に位置付け、鉄道事業者任せでなく市として積極的に推進にあたるこ

と。 

＜回 答＞ 

（都市整備局） ホームドア設置、階段増設などの鉄道駅の安全性の確保や混雑緩和策につい
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ては、基本的に鉄道事業者の責任において対応すべきものですが、市民の安全確保の観点から、

鉄道事業者に働きかけていきます。  

(５)生活道路の修繕、私道整備、雨水排水、公園の維持・管理等に関わる事業を推進し、安全･

安心な身近な生活基盤の整備・拡充を図ること。そのために必要な土木事務所関連予算を確

保すること。 

＜回 答＞ 

（道路局）（道路修繕、私道整備等について） 道路修繕・私道整備等の維持管理のための土木

事務所関連予算については、引き続き、予算の確保に努めてまいります。 

（環境創造局）（雨水排水、公園の維持・管理等について） 厳しい財政状況ではありますが、

安全な生活基盤が保てるよう、予算の確保に努めてまいります。 

(６)災害時の緊急輸送路の確保及びバリアフリー化への重要事業として、幹線道路の無電柱化

を促進すること。 

＜回 答＞ 

（道路局） 幹線道路の無電柱化については地震発生時の災害復旧及び救援活動の道路の通行

機能を確保するために、環状２号線及びその内側の緊急輸送路を優先して整備を進めてきてお

り、今後も事業を推進してまいります。 

(７)自転車の安全利用を促進すること。 

＜回 答＞ 

（道路局） ５月の自転車マナーアップ強化月間や季節ごとの交通安全運動を通じて、交通ル

ールの遵守と交通マナー向上の啓発に取組み、自転車の安全利用を促進してまいります。  

①自転車による事故防止のために、自転車利用者のマナー向上の啓発など、効果のあがる具体

的な対策を講じること。 

＜回 答＞ 

（道路局） 街頭における自転車の正しい乗り方の助言、自転車の交通ルールなどをまとめた

リーフレットの配布、世代別の交通安全教室の実施など、自転車利用者に対して交通ルール遵

守とマナー向上の啓発を行ってまいります。 

②自転車専用レーンの設置を促進すること。 

＜回 答＞ 

（道路局） 自転車専用レーンの整備については、道路の利用状況や周辺の皆様のご意見など、

地域の実情を踏まえ、交通管理者とも連携しながら事業を推進してまいります。  

③新しい技術や機材も導入して、駅周辺の自転車・バイク駐輪場の整備を促進すること。 

＜回 答＞ 

（道路局） 自転車駐車場（125cc 以下のバイク含む）については、今後も整備促進に努めま

す。  

（都市整備局）（下線部について回答） 自動二輪車（125cc 超）の駐車場については、四輪自

動車同様、民間事業者による整備を中心に考えており、横浜市駐車場条例に基づく整備のほか、

駐車場事業者及び大規模店舗立地に際して建物設置者への働きかけを引き続き行い、適切な整
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備を進めていきます。 

 

３．市街地区域の拡大にストップをかけ、都市部の緑と斜面緑地を守る 

(１)「横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)」の目的達成をめざして、市街地の緑地の保全

と拡大の取りくみを抜本的に強化すること。市街化調整区域における開発規制を強めること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局） 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）では、市街地の樹林を保全するた

め、21年度に特別緑地保全地区の指定要件を 1,000 ㎡まで引き下げるとともに、緑地保存地区

制度なども活用しながら、引き続き市街地の緑地の保全に取り組んでまいります。 

（建築局）（下線部について回答） 市街化調整区域での開発行為は、市街化区域での立地が困

難であって市街化を促進する恐れがないもの以外は認められないこととなっております。今後

も開発許可制度の適正な運用を図っていきます。  

①瀬上の森(栄区上郷町)における開発業者の都市計画提案(再)については、県が「県土整備･

開発･保全の方針に即さない」としていることを踏まえ、提案を認めず、貴重な緑地を保全す

ること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 栄区上郷町について、都市計画の提案があった場合は、都市計画マスタープラン

等の都市づくりの方針や環境等への配慮などについて総合的に提案を評価し、都市計画の案と

して採用するか否かを判断していきます。 

②緑化地域に関する条例を改正し、建ぺい率などに応じた緑化面積の設定、商業地域を対象に

加えるなど、緑増加対策を拡充すること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局）  緑化地域制度の商業系用途地域への拡大については、都市緑地法により適用

除外の規定があり、本市の独自要望や九都県市の要望行動などを通じて法改正の要望を行って

いるところですが、現時点では法改正には至っておりません。 

 引き続き、市独自及び大都市で連携して、国に制度改正の要望を行ってまいります。  

③開発行為の際に公園設置等の公共公益負担義務のがれを目的とする分割開発を規制すること。 

分割開発規制に関する前年度の回答で「開発区域の設定において、・・・一連性がある場合

は、一体の区域として開発許可制度を運用しており、抑制に努めております。」とされている

が、「公益負担義務逃れの分割開発」が行われているのが実情であるため、現行の開発調整条

例に、事業者、資本系列、計画年度、隣接計画間隔などの要件を盛り込み、実効性あるもの

に改正すること。 

＜回 答＞ 

（建築局） 「開発事業の調整等に関する条例」について、平成 24年第 4回定例会において、

市街化区域における開発区域の面積が 500㎡未満の小規模な開発事業を条例の対象に加え、さ

らに、条例の適用期間を、宅地の造成工事の完了から予定されている建築物の建築工事がすべ

て完了時点まで延長する規定に改正しました。このことで、緑地等の設置基準の適用を免れる
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計画の抑止になると考えています。  

④市街化調整区域における墓地開発計画では、「特例解除」を原則認めず、規制すること。名

義貸し等の疑いがある場合など、厳格に審査し開発を認めず、環境を守ること。あわせて、

墓地条例を距離規制、宗教法人要件の引き上げ等の必要に応じて再改定すること。 

＜回 答＞ 

（建築局）市街化調整区域での開発行為は、市街化区域での立地が困難であって市街化を促進

する恐れがないもの以外は認められないこととなっております。今後も開発許可制度の適正な

運用を図っていきます。  

（健康福祉局）（下線部について回答） 墓地の経営許可に際しては、経営の安定性、永続性の

観点から厳格に審査しております。墓地条例の再改定につきましては、引き続き、運用状況を

見ていきたいと考えています。 

 

４.地球温暖化防止対策の強化と資源循環型社会の実現をめざして 

(１)本市の固い決意として「脱原発、自然エネルギーへ転換」との環境都市宣言を行うこと。 

＜回 答＞ 

（温暖化対策統括本部、環境創造局） 本市ではかねてから、低炭素社会の実現に向け、率先

して節電・省エネルギー対策に取り組んできました。今後も引き続き、節電・省エネルギー対

策とともに再生可能エネルギーの普及拡大を推進していきます。 

 なお、日本の原発に関する施策については、基本的には国が責任を持って判断すべき事項で

あると考えます。 

 (２)原発停止に伴ってCO
２
排出量が増え、自然エネルギーの必要性がいちだんと高まっている

ことを踏まえて、横浜市脱温暖化行動方針CO-DO30を全面的に見直すこと。 

＜回 答＞ 

（温暖化対策統括本部） 本市の地球温暖化対策については、横浜市脱温暖化行動方針（CO-DO

３０）を礎として、これを取り込み統合する形で平成 23年に横浜市地球温暖化対策実行計画を

策定しました。 

 東日本大震災後のエネルギー政策の議論を踏まえ、国の状況を見守りながら計画の見直しを

検討していきます。 

(３)水道局川合浄水場での小水力発電、同小雀浄水場での太陽光発電など自然エネルギー活用

事業は貴重な実践として評価できる。一層発展させる立場で、市の施設での省エネ設備およ

び自然エネルギー利用設備の設置計画をつくり、市が普及の範を示すこと。 

＜回 答＞ 

（温暖化対策統括本部）［環境創造局］［建築局］ 厳しい財政状況の中、公共施設においては

省エネの取組の徹底を図ったうえで、設備の更新時期等をとらえ、省エネ設備や節電効果の高

い設備を率先して導入していきます。 

 また、市民・事業者の皆様による省エネ設備や再生可能エネルギーの導入の支援も進めてい

きます。  
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 (４)横浜市住宅用太陽光・太陽熱利用システム設置費補助事業を改善・拡充し、真に効果的な

ものにすること。 

＜回 答＞ 

（環境創造局） 太陽光発電システムについては、本市の戸建て住宅の特性を踏まえ、設置費

用の割高な小規模な太陽光発電システムの設置に対して補助を継続してまいります。また、太

陽熱利用システムについては、補助枠を拡大します。 

（温暖化対策統括本部）（下線部について回答） 家庭向けの補助事業では、横浜スマートシ

ティプロジェクトの一環として、家庭用エネルギー管理機器（ＨＥＭＳ）の設置費補助を引き

続き行います。 

 (５)化石燃料依存を減少させ、CO
2
排出量を削減すること。 

＜回 答＞ 

（温暖化対策統括本部） 本市はかねてから、低炭素社会の実現に向け、率先して節電・省エ

ネ対策に取り組んできました。 

 化石燃料依存度など、今後のエネルギーミックスは国が責任をもって判断すべきと考えます

が、市としても、今後も引き続き節電・省エネ対策とともに、再生可能エネルギーの普及を推

進し、CO2排出量を削減してまいります。 

①産業・業務分野の大幅な排出削減を実現するために、本市が独自に大規模事業所と削減協定

を結び、排出量削減目標の義務付けや排出量取引制度等の仕組み導入を行うこと。 

＜回 答＞ 

（環境創造局）［温暖化対策統括本部］ 対象者の拡大や市による公表、削減取組の評価など、

実効性を高めた内容に拡充した地球温暖化対策計画書制度の運用を、平成 22 年度から開始し

ています。この制度では、一定量以上のエネルギーを消費し「省エネ法」で「エネルギー管理

指定工場等」に指定される大規模事業所に対して、目標排出量の設定を義務付けています。 

 この制度の着実な運用により削減対策を促進し、削減実績や国の排出量取引制度などの動向

を踏まえ、本市に必要な制度の検討をしてまいりたいと考えています。 

②車からの CO
２
削減のため、公共交通機関の利用促進（バス、鉄道等既存交通機関、コミュニ

ティバス・ＬＲＴ導入等)を図るとともに、電気自動車の普及など低炭素型交通対策を計画的

に推進すること。 

＜回 答＞ 

（温暖化対策統括本部）［環境創造局、道路局、都市整備局］ 運輸部門の CO2排出量の多くは、

自動車からの排出であることから、エコドライブの推進等による排出削減を進めるとともに、

過度に自動車に依存するライフスタイルを見直し、徒歩・自転車・公共交通などの利用促進な

どを進めていきます。 

 電気自動車の普及については、平成 21年度から購入費補助を行っており、平成 25年度は引

き続きＥＶ、ＰＨＶを対象に 300台の補助を実施します。 

 本市では、いわゆるコミュニティバスの導入は行っておりませんが、地域活動に対して様々

な支援を行う「地域交通サポート事業」を実施しています。 
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 ＬＲＴは、現在の道路状況や周辺の土地利用状況、地域のニーズやまちづくりの方向性、事

業採算性などを踏まえて検討する必要があると考えています。  

③大規模商業集客施設、コンビニエンスストアなど 24時間営業店への立地、営業形態の規制等、

効果的な対策を具体化すること 

＜回 答＞ 

（温暖化対策統括本部、環境創造局） 商業施設等の営業時間の問題は、環境と経済の両立や

生活スタイルなど様々な課題を含んでおり、現在規制はありません。「横浜市生活環境の保全等

に関する条例」による「横浜市地球温暖化対策計画書制度」では、商業施設を含めた一定規模

以上の事業者が地球温暖化対策計画を作成・公表、実施状況を報告し、市がその内容の評価を

行い、温室効果ガスの排出抑制を進めています。  

(６)「ゴミゼロの社会は実現可能」として始めた本市の先進的な取り組みについて、現時点で

の評価･総括を行うこと。そのうえで、「ゴミゼロ」をめざす取り組みに改めて挑戦する姿勢

を明確にすること。 

＜回 答＞ 

（資源循環局） 横浜市一般廃棄物処理基本計画（ヨコハマ３Ｒ夢プラン）では、「ごみと資源

の総量」や「温室効果ガス排出量」の削減を目指しております。 

 プランの目標達成に向けて、引き続き「ごみと資源の総量」の削減等に取り組んでまいりま

す。 

(７)事業系ごみについては、焼却工場でのチェック体制とともに、減量、分別に向けた排出事

業者への指導・監視を一層強化すること。 

＜回 答＞ 

（資源循環局） 事業系ごみの減量化・資源化対策として、市焼却工場での搬入物検査を強化

するとともに、排出事業者の分別・資源化に対する自主的な取組が促進されるよう、排出事業

者に対する働きかけや立入調査を実施しております。 

(８)生ごみ資源化の本格的実施を図ること。全市展開に向けて、市民に分かりやすい実行計画

を示すこと。 

＜回 答＞ 

（資源循環局） 昨年 10月まで実施したバイオガス化の実証実験や本市がこれまで実施してき

た各種施策等を踏まえて、コスト面や環境面、市民の負担感等も考慮しつつ、生ごみの資源化

手法について引き続き検討を進めてまいります。  

 

５．バス・電車・地下鉄等の公共交通網の充実を 

(１)市交通局が住民の足を守る公営交通企業として、公共交通機関の先導的役割を果たすこと。 

＜回 答＞ 

（交通局） 24年度に策定した中期経営計画に基づき、市営交通ネットワークを維持し、引き

続き福祉対策、環境対策、地域貢献など先進的な取組を進めるとともに、安全対策やサービス、

利便性向上の取組を積極的にすすめ、地方公営企業としての役割と責任を果たしてまいります。  



６１ 

 

①生活交通バス路線維持制度は、市民の移動手段を守るために、補助要件を充実させること。 

＜回 答＞ 

（道路局） 生活交通バス路線維持支援事業については、平成 25年度も予算を確保し、利用状

況などを把握しつつ、引き続き要件を満たすものについては路線維持に努めます。 

②バス停留所の上屋整備は、他の民間バス事業者とも連携して、住民要求に応じて設置を進め

ること。 

＜回 答＞ 

（交通局） 上屋設置につきましては、民間企業による広告付き上屋等も活用しながら、引き

続き整備を進めてまいります。 

 また、路線を共管する他の民間バス事業者にも上屋整備を働きかけてまいります。 

③災害時等の安全性を確保するために、市営地下鉄のワンマン化を見直すこと。 

＜回 答＞ 

（交通局） ワンマン運転を実施するにあたっては、必要な安全対策設備を整えるとともに、

適切な異常時対応ができるよう職員に対する教育訓練や健康管理を徹底するなど、ハード・ソ

フトの両面でお客様の安全を十分確保しており、引き続きワンマン運転を行ってまいります。  

 (２)高齢化など地域の社会的条件･環境の変化に即した、公共交通網の再構築を進めること。 

＜回 答＞ 

（都市整備局） 横浜都市交通計画（平成 20年３月策定）の中で「移動の円滑化に向けた体系

的な交通ネットワークの整備」を掲げており、高齢者も含めて、誰もが移動しやすく、人にや

さしい交通の実現を目指して取り組んでいます。  

①交通不便地域の解消に向けた路線の再編・新設、コミュニティバスやジャンボタクシーの運

行など、地域の条件、ニーズにあった手法を、地域住民と共同して、積極的に導入すること。 

＜回 答＞ 

（交通局） 市営バス沿線で地域の高齢化が進み、なおかつ、容易にバスをご利用できない地

域の状況を踏まえ、地域の方々の通院やお買い物などの手助けを提供する生活支援バスサービ

ス「ふれあいバス」を平成 21年 12月から緑区と中・磯子区で運行しており、現在、鶴見区な

どで運行の準備を進めております。 

（道路局）（下線部について回答） 地域交通サポート事業により本格運行を開始した地区や具

体的な計画について検討を開始している地区もありますので、これらの地区で得られたノウハ

ウを活用し、現行制度の中で様々な工夫や知恵を出し合いながら、バス路線等の新設・再編を

目指してまいります。  

②郊外部の団地等での高齢化に伴う、いわゆる「買い物・通院難民」といわれる状況を改善す

るために、商店街・医療機関･区役所等への移動手段を確保すること。 

＜回 答＞ 

（道路局） 地域の特性にあった交通サービスの計画づくりから運行に至るまでの地域活動に

対して様々な支援を行う「地域交通サポート事業」を実施しておりますので、道路局企画課あ

るいは区役所区政推進課に相談願います。  



６２ 

 

６．米軍基地の即時無条件全面返還と平和都市宣言を 

(１)市是である米軍基地「早期全面返還」及び「貴重なみどりを守る」との立場から、池子米

軍住宅385戸の追加建設計画の撤回を国に求めること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域への住宅等建設については、平成 16

年９月の「横浜市域での住宅等の建設、施設の返還に係る具体的協議に応じる。」とした方針に

基づき対応していきます。 

(２)市内米軍施設のうち遊休化している上瀬谷、深谷、および池子の飛び地については、日米

間で合意された早期返還に向け、市長が先頭になって国および米国に働きかけを強化するこ

と。 

＜回 答＞ 

（政策局） 市内米軍施設及び区域の早期返還に向けて、引き続き、市民・市会・行政が一体

となった取組を進めていきます。 

(３)平和な横浜港に反し、まちづくりの障害になっている「ノースドッグ」と鶴見貯油施設に

ついては、早期返還を国･米軍等に働きかけること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 市内米軍施設及び区域の早期全面返還を、引き続き、国へ働きかけていきます。 

(４)ピースメッセンジャー都市である横浜市が管理する横浜港に、自衛隊艦船や米軍軍艦を入

港・接岸させないこと。 

＜回 答＞ 

（港湾局） 入港の希望があった場合には、その目的と船舶の形状等を精査したうえで、市と

して、適切に対応していくべきものと考えております。 

(５)平和市長会議への参加にふさわしく、横浜市として非核平和都市宣言を行うこと。また、

「非核三原則」に基づき、「非核証明書」のない軍艦等の横浜港入港・接岸を拒否すること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 本市は、ピースメッセンジャー都市として、また平和市長会議加盟自治体として、

各国の核実験（臨界前核実験を含む）に際し、実施国に対する中止要請・抗議を行うなど、平

和を希求する姿勢を国内外へ発信しております。また、平和啓発や海外諸都市との交流、協力

事業を実施するなど、国際平和の実現に向けた活動を進めています。現在のところ、本市とし

て非核都市宣言を行う予定はありませんが、今後も引き続きこれらの施策を積極的に進めてま

いります。 

（港湾局）（下線部について回答） 横浜港には本市の権限が及ばない米軍施設（横浜ノース・

ドック）が存在し、外国艦船の入港を拒否することは困難な状況にあります。  

(６)平和市長会議加盟自治体として、またピースメッセンジャー都市として、広島・長崎市主

催の平和式典、原水爆禁止世界大会等への市民代表の派遣や、核兵器の廃絶・米軍基地の撤

去等をめざす平和活動への支援及び広報予算を大幅に拡充すること。 

 



６３ 

 

＜回 答＞ 

（政策局） 本市は、ピースメッセンジャー都市として、また平和市長会議加盟自治体として、

さまざまな平和推進事業を実施しております。また、世界の平和構築に向けて海外諸都市との

交流や協力事業にも取り組んでおります。今後も引き続きこれらの施策を積極的に進めてまい

ります。 

(７)横浜大空襲の日(５月 29日)を「平和の日」に設定し、反戦・平和の諸行事を実施・強化す

ること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 本市は、ピースメッセンジャー都市として、また平和市長会議加盟自治体として、

さまざまな平和推進事業を実施しております。また、世界の平和構築に向けて海外諸都市との

交流や協力事業にも取り組んでおります。今後も引き続きこれらの施策を積極的に進めてまい

りますが、現在のところ、「平和の日」の設定予定はありません。  

(８)空襲・戦災等の資料展示場として「横浜平和会館(仮称)」を整備すること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 本市は、ピースメッセンジャー都市として、さまざまな平和推進事業を実施して

おります。また、世界の平和構築に向けて海外諸都市との交流や協力事業にも取り組んでおり

ます。今後も引き続きこれらの施策を積極的に進めてまいりますが、現在のところ、資料展示

場の整備予定はありません。 

(９)本市防災訓練における米軍の扱いについては、慎重に判断し、参加を求めないこと。 

＜回 答＞ 

（消防局）［政策局］ 大規模災害発生時には、市民の生命や生活を守るため、国内の防災関係

機関や米軍とも協力・連携する必要があります。そのため、米軍を含む防災関係機関と連携し

た防災訓練を行うことは、重要なことと考えています。 

(10)増加している米兵による犯罪に強く抗議し、再発防止策を強化するよう国と米軍に申し入

れること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 米軍人等による犯罪については、神奈川県及び県内基地関係市と連携し、教育・

研修に努めるなど再発防止に向けた真に実効性のある対策を講じるよう、国及び米軍に働きか

けていきます。  

(11)米軍が強行しようとしている危険なオスプレイの運用に反対の立場を明らかにすること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 市民生活の安全性が確保されるよう神奈川県や県内基地関係市と連携し、適切な

対応を行っていきます。 



６４ 

 

 Ⅴ 住民自治を拡充し、住民本位の行財政運営を 

１．住民参加の新たな市政運営制度を 

(１)大都市制度については、成算が立たない現行の検討作業は取りやめ、大都市の弊害ともい

える行政区でのきわめて不十分な住民自治、住民参加の現状を打開するためのあらたな制度

設計など住民参加で行うやり方に切り替えること。 

＜回 答＞ 

（政策局） 本市が目指す大都市制度（特別自治市制度）は、市民サービスの向上と経済の活

性化、住民自治の充実を両立させていくものです。引き続き、市会とも議論を重ねながら、制

度の実現に取り組みます。  

 

２．市民負担を減らすこと 

 (１)みどり税については継続ではなく、廃止すること。 

＜回 答＞ 

（財政局）［環境創造局］ 26 年度以降の緑施策につきましては、今年度末に素案を取りまと

めます。その後、素案の実施に必要な財源のあり方については、市会のご意見も伺いながら、

検討していきます。 

(２)「プール及び野外施設等の見直しに係る基本的な考え方」は、市民サービスを引き下げ、

教育条件の向上に逆行し、子育てや生涯教育の環境を悪化させるとともに、プールの水は災

害時にも役立つため、撤回すること。 

＜回 答＞ 

（総務局） 「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的な考え方」は、横浜市の保有

するプールや野外活動施設等について、少子高齢化の進行や公共施設の老朽化、厳しい財政状

況の中、市民の安全などを加味し、どのようにサービスを維持していくか、どのような見直し

を行っていくか、今後の見直しの進め方、考え方をまとめたものです。安全性の問題がある施

設等を除き、利用促進・経営改善を行い、それでも改善が見込めない施設は選択と集中を検討

していきますが、選択と集中にあたっては、利用者に配慮した代替策や跡地利用策などを検討

の上、実施します。  

(３)市民利用施設は、道路や図書館がそうであるように、本来、利用者負担ゼロとすべきであ

る。「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は、利用料値上げとなり、結果的に利用抑制

となるので、撤回すること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は、市民負担の公平性の観点から基本

となる考え方を策定したものです。 

 今後、個々の施設において、コスト削減や利用者増の工夫など、施設の効率的・効果的な管

理・運営に取り組むとともに、その上でもなお、料金改定を行う必要がある場合には、多くの

施設で一斉改定したり、急激に利用者負担を引き上げることがないよう、市民負担に配慮しな

がら進めていきます。  



６５ 

 

(４)神奈川県に対し、県民サポートセンターの廃止など県有施設の統廃合と、市町村、団体へ

の補助金・負担金の廃止、削減については、反対の意思を示すこと。 

＜回 答＞ 

（財政局） 県有施設や補助金の見直しは、市民生活に与える影響が大きいことから、短い期

間で結論を急ぐことのないよう、また、真に求められる県民、市民サービスを確実に提供して

いく視点から県市で連携・協力を図り、抜本的な解決に向けた取組を推進するよう、予算要望

を通じて働きかけを行っています。  

(５)莫大な経費のかかる新市庁舎建設については、これからの横浜の都市としてのあり方につ

いて市民的討議を重ね、市民合意を得るまで凍結すること。 

＜回 答＞ 

（総務局） 現市庁舎は、執務室の分散化、賃借料等の経費の増大など様々な課題が発生して

います。これらの課題を解決するため、24年度に策定する「新市庁舎整備基本構想」を踏まえ

て、「新市庁舎整備基本計画」策定に向けた検討を進めていく中で、経費を抑える手法について

も検討していきます。  

 

３．公共施設や市有地の有効活用は住民合意を前提に 

(１)統廃合により使われなくなった学校用地や区役所などの公共用地の利用については、住宅

販売用など公共性の弱いところに安易に売却せず、地域住民と話し合いで決めること。 

＜回 答＞ 

（財政局） 用途廃止となった公共施設の跡利用については、平成 23年４月に策定した「用途

廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」に基づき、施設の状況及び地域の状況などを踏まえ、

総合的な観点から、関係区局において幅広く検討を行います。  


