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２０１７年度予算編成にあたっての申し入れ 

 

林文子市長様 

日本共産党横浜市会議員団 団長 大 貫 憲 夫 

 

2017 年度は、中期４か年計画の最終年度です。８月には市長選挙も行われる節目の年度

です。2025 年を目標とした「未来へのまちづくり戦略」の骨太戦略の初動段階として位置づ

けられた中期４か年計画は、本当に横浜市民の生活を豊かにし、まちの発展に寄与したので

しょうか。来年度の予算編成に求められるのは、林市長の去就にかかわらず、中期４か年計

画の検証のうえに立って、「未来へのまちづくり戦略」の見直しを含めた予算配分を行うこ

とです。 

現在と未来をつなぐ予算編成を 

市政は、憲法 13 条に則り、市民一人ひとりの一度きりの人生を保障するものでなければ

なりません。373万市民は今を懸命に生き、子どもたちは日々成長し、高齢者は老後生活を

送っています。本来、未来への戦略は、今の課題に重点を置きながら、その課題解決と将来

を豊かにする政策を太い線でつなげるべきものです。 

しかし、現行の「未来へのまちづくり戦略」は、「国の政策を現場で実行するのが大都市」

として、安倍自公政権の経済政策アベノミクスに忠実に従えば横浜経済を成長発展させ、そ

の果実としてより多くの財政を確保することができるだろうというものです。しかも、横浜

経済の成長のエンジンとして都心臨海部開発が成功すればという「たら、れば」の不確実性

の高い戦略であり、現実の市民生活とはかけ離れたものばかりといわざるを得ません。 

今の課題解決が横浜の未来を支え、発展させる 

中期４か年計画で「未来に向けて解決すべき課題」として挙げられている「少子高齢化、

生産年齢人口の減少」「都市インフラ・住宅ストックの老朽化」「自然災害への対応」「環境・

エネルギー問題」「医療・介護の問題」などは、決して未来の課題ではなく、現在の問題とし

てとらえなくてはなりません。これらの課題解決に力点を置いた予算編成は、市民に安心を

与え、横浜経済を発展させ、豊かな国際都市ヨコハマをつくるエンジンとなります。 

人・文化・みどりが横浜の財産 

アップル社が横浜に研究拠点をおくことになりました。企業立地促進条例の適用は受け

ていません。このことは、立地を希望する企業が、自治体が実施している企業誘致のための

補助金等のインセンティブを重視していないことを明確にしました。 

横浜は、世界に冠たる横浜港を有し、羽田空港からも近くに位置しています。横浜には、

有能な人材が住み、開港以来の近代的文化がただよう開放的なまち、東京都心と比べて広い

空、住宅地と隣接したみどりがあります。帷子川には、鮎が戻ってきました。これら横浜の

もつ都市の魅力をさらに高めるために投資することこそ未来への戦略であり、インセンティ

ブを付加しなくても企業が立地する好条件となります。 

2017年度に予定されている線引きによって、西区面積にほぼ匹敵する市街化調整区域が、

市街化区域に編入されようとしています。横浜の大きな魅力である、まちに隣接するみどり
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を壊すという愚行はやめなければなりません。 

さらに、再生可能エネルギーの推進や、企業の温室効果ガス排出基準を厳しくするなどの

地球温暖化防止政策を強化することが、横浜の価値を高める大きな要点となります。自然に

やさしく環境規制の厳しい横浜というイメージが広がれば、横浜への立地が企業イメージを

上げ、企業の社会的評価を高め、そのことによって横浜のイメージがさらに高まるという好

循環につながります。 

子どもたちの未来に投資を 

2017 年度に教職員の給与負担等が県から政令指定都市に移譲されます。これを契機に、

少人数学級の拡大に踏み切るべきです。小児医療費助成制度の拡充、中学校給食の実施、学

童保育の充実、認可保育園の増設など子育て支援は、生産年齢人口の主力である若い夫婦の

市内定着を高めます。また、高齢者が安心して暮らせるようにするためには、介護保険制度

の不備を横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の拡充で補うことが必要です。 

４月１日現在、横浜市で、認可保育所に入所を申し込んでも入所できない児童は、前年度

より 583 人増えて 3,117 人、特別養護老人ホームの入所待機者は 4,769人です。認可保育所

や特別養護老人ホームなどの福祉施設の建設が急がれています。これらの充実は子どもたち

の未来への投資であり、高齢者の老後とその家族の生活を保障し介護離職対策となるもので

す。また、これらの施設整備は市内建設業者の仕事興しともなります。さらに、保育士・介

護職員の給与水準や労働条件を向上させる施策は個人所得や雇用を増やし、それが消費の向

上につながって、ひいては市民税増収に結びつきます。 

横浜経済を発展させる生活関連インフラ整備を 

都市インフラの更新計画である公共施設管理基本方針では、標準的な保全更新周期に基

づいて積み上げた保全更新費を年平均 850 億円と推計しています。しかし、実際の予算配分

は平均で年 600〜650 億円にとどまっています。それは、高速横浜環状道路北西線・南線、

国際コンテナ戦略に伴う港湾整備やＩＲのための山下ふ頭再整備、ＭＩＣＥ施設や新市庁舎

整備など都心臨海部開発にかかわる大型公共事業への莫大な予算投入が、上下水道管、港湾

岸壁、公園、道路や橋梁、学校などの都市インフラ整備費を圧迫しているからです。これら

のインフラ整備は市内の建設業者の有力な仕事興しになります。また、住宅ストックの老朽

化対策や防災・災害対策としての住宅リフォーム助成制度、商店リニューアル助成制度は、

経済対策としてもより有効であり、本市予算が直接市内に還流します。 

安全で平和な横浜を 

そして、何よりも必要なことは、安全で平和な横浜であることです。 

今後確実に横浜市を襲うとされている直下型地震に備え、死者ゼロの震災対策が急がれ

ます。安全なくして日々の生活は成り立ちません。崖地対策、家具転倒防止や感震ブレーカ

ー等設置推進事業などなど防災・災害対策に大幅な予算確保が必要です。 

 安倍政権は、日本国憲法の平和主義を根底から覆す暴走を続けています。集団的自衛権

行使を容認する閣議決定を行い、安保法制＝戦争法を強行するなど、日本を再び「海外で戦

争をする国」に変質させようとしています。地方自治体で初めて国際局を設け、積極的に自

治体外交を進める国際都市ヨコハマとして、戦争法廃止を国に求め、横浜市会が決議した非
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核平和都市宣言に則って、平和行政を積極的に行うことを求めます。 

以上が、2017 年度予算編成にあたっての日本共産党横浜市会議員団の基本的な考えです。

真摯に検討するとともに、以下の要望の実現に尽力されることを求めるものです。 
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【政策局】 

１．人口減少社会にむけて 

（１）高齢化や人口減少に伴い、買い物や通院などの足の確保が困難な地域が拡大している

ことから、それに見合った公共交通政策を見直すこと。誰もが移動しやすい公共交通を実

現するために、中期４か年計画の「地域の交通サポート事業」の数値目標をまず実現し、

さらに大幅に引き上げて実現すること。また、事業者への財政的な支援を、暫定運行から

本格運行へ移行後においても行う仕組みをつくること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）[交通局]（公共交通政策の見直しについて回答）本市の交通政策全般の基本

方針、政策目標などを定めた都市交通計画について、社会情勢や交通を取り巻く環境の変

化を踏まえ、改定を進めます。 

（道路局）（下線部について回答）地域交通サポート事業の目標地区数は、中期４か年計画

で８地区としております。26 年度以降は、これまでの支援内容を拡充し、事前相談の充実

や体験乗車の実施など、地域の方々が取り組みやすい方策を実施しており、５地区が新規

取組地区に登録され、活動を開始しています。 

  地域交通サポート事業による地域の主体的な取組により、バスなどの地域交通の利用が

啓発され、利用者が増えることで、持続的な運行に繋がると考えています。引き続き、地

域の活動への職員派遣や活動費用の助成、実証運行時の補てんなど、しっかりと支援して

いきます。 

 

２．カジノを含むＩＲ誘致について 

（１）ギャンブル依存症、地域社会・経済の衰退などカジノの弊害を直視し、国際的な観光・

ＭＩＣＥ都市の品格を低下させるカジノ誘致の検討はただちに中止すること。 

＜回答＞ 

（政策局）特定複合観光施設（以下、IR という。）区域の整備の推進に関する法律では、基

本理念として国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与する

とともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還

元されることを基本として行われるものとされています。同時に、政府はカジノ施設の設

置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から必要な措置を講ずると明記さ

れています。加えて、附帯決議には、「犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防

止等の観点から問題を生じさせないよう、世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構築す

ること」とされています。 

  本市では、IR の導入について決定していませんが、今後の国の動向を見極めながら、調

査・研究をしていきたいと考えています。 

 

３．公共施設の保全・長寿命化 

（１）新市庁舎建設や高速横浜環状道路など新規大型公共事業偏重の予算編成を見直し、既

存の公共施設の保全事業に優先的に予算を計上すること。 
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＜回答＞ 

（財政局）[政策局] これまでも本市では、市民の安全安心を確保するため、公共施設に対

して必要な保全費を計上するとともに、将来の横浜を見据え、経済活性化や防災・減災上

重要な施策について予算を確保してきました。 

  今後も厳しい財政状況が続く中、政策の優先順位、必要性を吟味し、持続可能な財政状

況を維持していきます。 

 

４．住民自治について 

（１）2014 年５月の地方自治法改正で導入された総合区を設置すること。 

＜回答＞ 

（政策局）[財政局][市民局] 「総合区」については、現行の区との役割の整理や、区に移

譲すべき事務権限の検討など、課題もあります。 

  今後の区のあり方については、特別自治市の実現を見据えて、「総合区」制度も含め、継

続的に検討を進めていきます。 

（２）市民の身近な行政窓口である区の役割をさらに拡充するため、区にさらなる財源と権

限を委譲し、都市内分権を進めること。 

＜回答＞ 

（市民局）[政策局]  横浜市は、これまでも、地域に身近な課題は区で解決できるよう、区

の役割の拡充を、他都市に先駆けて進めてきました。 

  今後も、区の役割や区役所の機能強化について、様々な角度から検討していきます。 

（３）特別自治市制度の実現ではなく、現行制度で区政に区民が参加できる仕組みとして、

地方自治法に政令市特例として規定された区協議会の設置を検討すること。 

＜回答＞ 

（市民局）[政策局]  横浜特別自治市大綱に示されているとおり、「区行政における住民参

画機会の仕組み（地域で活動する区民の視点で区行政に参加する場）の設置」等によって、

区における住民自治を制度的に強化していくことについて、引き続き検討していきます。 

 

５．米軍基地、同跡地について 

（１）横須賀港を母港とする米原子力空母の原子炉事故に備えて、横浜市民の命を守る立場

から、本市防災計画に原子力災害を位置づけること。 

＜回答＞ 

（総務局）[政策局] 横浜市域は、国の「原子力艦の原子力災害対策マニュアル」に定める

応急対応範囲には含まれていないことなどから、防災計画において原子力艦の原子力災害

について想定していません。 

  しかし、万一、本市に放射性物質等による影響が及ぶ場合には、防災計画「都市災害対

策編」の放射性物質災害対策を準用し、対応してまいります。 

（２）根岸住宅は実質的には閉鎖状態であり、同住宅の代替住宅としての池子の米軍住宅建

設計画撤回は不要となったので、国との協議は打ち切ること。 
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＜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。 

（３）ノース・ドッグ、鶴見貯油施設、小柴水域、および日米合意されている根岸米軍住宅

の早期返還を、国･米軍に強く働きかけること。特に、横浜港の中央に位置するノース・ド

ッグは港の発展を阻害しているため、一刻も早い返還を求めること。 

＜回答＞ 

（政策局）引き続き、米軍施設及び区域の早期返還に向けて、市民・市会・行政が一体とな

った取組を進めていきます。 

（４）深谷通信所跡地(国有地)の利用計画については、国の返還財産処分方針に基づくので

はなく、全面的な無償貸与ならびに譲与を国に働きかけ、本市の主体的なまちづくり計画

とすること。暫定利用している野球場などについては、引き続き利用できるよう申し入れ

ること。跡地利用計画はスポーツや防災機能を備えたものとし、地元の要望を十分取り入

れて策定すること。 

＜回答＞ 

（政策局）[戸塚区泉区] 旧深谷通信所跡地（国有地）について、返還財産の処分条件に基

づいた適切な処分を国に求めていきます。 

  また、暫定利用については、現在、用途を広場、通路及び野球場等として利用していま

すが、28年度には泉区中央広場を新たに開放して周辺の皆様が返還を実感できるような取

組を進めました。 

  跡地利用については、これまで利用されてきた皆様のご意見のほか、様々なご意見を頂

いております。今後も地域の方々をはじめ、市民の皆様のご意見を参考にしながら、跡地

利用基本計画の策定を進めます。 

（５）上瀬谷通信基地跡地は横浜に残された貴重な緑と空地であることを考慮して、跡地の

45％にあたる民間地権者の理解を得た上で、全市的な立場から防災機能、農地、緑地など

の土地利用計画とすること。 

＜回答＞ 

（政策局）旧上瀬谷通信施設の跡地利用については、米軍施設返還跡地利用指針に基づき、

緑を享受する首都圏郊外の自然レクリエーション空間や広域の防災活動拠点、都市農業の

振興などを目指し検討しています。跡地利用の具体化にあたっては、緑や農地の保全をし

っかりと行い、郊外部の活性化や、全市的・広域的な課題を解決する等の視点から都市的

土地利用も含め、民有地地権者や市民の皆様の意見等を聞きながら、取り組んでまいりま

す。 

（６）米軍関係者が誰も住んでいない米軍根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住する市民の、

制限された生活環境をさらに改善するために、引き続き居住者の意向に沿って、強く米軍

および国に働きかけること。 
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＜回答＞ 

（政策局）米軍根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住する市民の生活環境が維持されるよう、

引き続き国に適切に対応するよう求めていきます。 

 

６．平和都市 

（１）憲法９条をないがしろにする安全保障関連法の廃止を国に求めること。 

＜回答＞ 

（国際局）平和安全法制に関することについては、国の専権事項であり、ご理解の程、よろ

しくお願い申し上げます。 

（２）横浜市議会の非核兵器平和都市宣言に関する決議を尊重し、また、本市は平和首長会

議に加盟していることから、日本非核宣言自治体協議会に加わり、本市の非核平和を願う

意思を内外に示すこと。また、平和啓発や平和推進事業のメニューを増やすなど、平和施

策を大幅に拡充すること。 

＜回答＞ 

（国際局） 本市は、ピースメッセンジャー都市として、また平和首長会議加盟自治体とし

て、各国の核実験に際し、実施国に対する中止要請・抗議を行うとともに、本市の都市間

連携や国際協力を通した世界の平和と発展への貢献について、パネル展示等を行うなど、

平和を希求する姿勢を国内外へ発信しており、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。 

（３）広島・長崎市主催の平和式典や原水爆禁止世界大会等への市民代表の派遣など、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を大幅に拡充すること。 

＜回答＞ 

（国際局） 本市は、ピースメッセンジャー都市として、また平和首長会議加盟自治体とし

て、市民の皆様が実施する平和啓発イベントの後援、協力などを行っており、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。 

（４）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＞ 

（国際局） 「平和の日」の設定予定はありませんが、今後も引き続き、国際平和の推進に向

けた施策を積極的に進めてまいります。 

（５）ピースメッセンジャー都市として、横浜市が管理する横浜港への自衛隊艦船や米軍軍

艦の入港・接岸を認めないこと。 

＜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。 

（６）本市防災訓練に米軍の参加を求めないこと。 

＜回答＞ 

（総務局）[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
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関だけでなく、海外の防災関係機関と協力・連携することも考えられることから、訓練を

通して連携を図ることは重要であると考えています。 

（７）厚木米軍基地を使用するオスプレイの運用については、県内基地関係市と連携し、引

き続き反対を貫くこと。 

＜回答＞ 

（政策局）オスプレイの配備など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、

国が責任を持って対応すべきものと考えています。その上で、神奈川県や基地関係市と連

携し、市民生活の安全性が確保されるよう適切な対応を行っていきます。 

（８）安全保障関連法制定により、自衛隊の任務が大きく変わった中、自衛隊の各区行事へ

の参加はやめるよう各区へ伝えること。 

＜回答＞ 

（市民局）自衛官募集事務は、国からの法定受託事務として実施しており、今後も法令等に

基づいて行ってまいります。なお、各区行事への参加は、各区の判断で行われていると認

識しています。 

（９）自衛官募集業務に関して、ポスター共同作成や掲示など、市として便宜を図らないこ

と。 

＜回答＞ 

（市民局）自衛官募集事務は、国からの法定受託事務として実施しており、今後も法令等に

基づいて行ってまいります。 

 

７．原子力発電所について 

（１)浜岡原子力発電所は、東海地震の予想震源域のほぼ中央にあり、直下の活断層が指摘

されている。横浜市は、同原発の事故が起こった際には偏西風によって放射能の影響を受

ける恐れが強いため、市民の命を守る立場から、廃炉を強く国に求めること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）原発に関する施策については、安全性の確保を最優先に考え、その上で、経

済の側面、地球温暖化など、さまざまな影響を考慮し、総合的に判断していく必要がある

と考えています。 

（２）国内すべての原子力発電所の再稼働中止を、国と電力会社に求めること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）原発に関する施策については、安全性の確保を最優先に考え、その上で、経

済の側面、地球温暖化など、さまざまな影響を考慮し、総合的に判断していく必要がある

と考えています。 

（３）放射能汚染対策として東京電力へ賠償請求している約 30.7 億円の支払いを、東京電

力に強く求めること。支払い状況によっては、法的措置もとること。国に対し、東京電力

への指導勧告と延滞金も含めて支払うよう指導強化を求めること。 

＜回答＞ 

（財政局）今後も、早期に賠償金が支払われるように、東京電力に対して粘り強く働きかけ
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を行っていくとともに、毎年原子力賠償の所管官庁である、文部科学省に対して円滑な賠

償が行われるよう指導力を発揮していただくことを要望していきます。また、東京電力よ

り支払いが行われない場合には、他都市とも情報交換・連携を図りつつ、法的手段を含め

た様々な対応方法について検討を進めていきます。 

（４）市内に避難している福島原発被災者に対し、横浜市民に準じた福祉サービスなどの支

援策を講じること。また、国に対して長期無償の住宅提供を保障するなど新たな立法措置

を求め、国が家賃減免を解除した場合は市営住宅に入居している世帯への家賃減免を市と

して行うこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）東日本大震災の発生に伴い、厚生労働省の通知により、国民健康保険料及び

後期高齢者医療保険料の減免や医療機関での一部負担金支払免除を行うこととしており、

本市では、現在も福島第１原子力発電所の避難指示区域等からの被災者に対して、保険料

の減免や医療機関での一部負担金の支払免除を継続して実施しています。 

 被災者から相談があった場合には、現行制度に則して、保険料の減免や一部負担金の支

払の減免等、個別に対応していきます。 

（建築局）（下線部について回答）現在、横浜市では、東日本大震災の被災者受入住宅とし

て、市営ひかりが丘住宅と横浜市住宅供給公社の賃貸住宅を「応急仮設住宅」として提供

しています。国及び被災自治体からの要請に基づき、「応急仮設住宅」を引き続き提供し

ていきます。 

 また、国に対しては、県内 19 市の市長により構成される神奈川県市長会にて、平成 28

年 12 月 27 日に、原発事故避難者に対する新たな住宅支援制度の確立を求める要望を提出

したところです。 

 今後も、国及び被災自治体の動向を注視しながら、対応を検討してまいります。 

 

８．指定管理者制度等について 

（１）指定管理者制度および委託事業において、そこで働く労働者の労働条件に不利益など

が生じないよう、必要な対策を行うこと。 

＜回答＞ 

（政策局）[財政局] 横浜市の指定管理者制度では、指定管理者の選定時に、労働関係法令

を遵守することを条件としており、業務実施にあたっては適正な労働条件が維持されるよ

う取り組んでおります。 

 また、質の高い施設サービスの継続的提供に向け、安定的な運営を図っていくには、適

正な労働条件の確保が重要です。高齢者や女性、若年層など多様な雇用形態をふまえ、賃

金の上昇を反映するなどの雇用の安定に資する方策を検討してまいります。 

 また、本市で委託契約を締結するにあたっては、委託契約約款において、日本国の法令

を遵守して契約を履行しなければならないことを定めています。また、本市の入札参加事

業者あてに、契約関係規定や約款を遵守し、適切な履行に努めるよう依頼しています。 

 法令違反行為を行ったとして監督官庁による行政処分等が行われた事業者に対しては、
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指名停止を行い、一定期間、契約の相手方としないこととしています。不当労働行為につ

いては、労働委員会又は裁判所において不当労働行為があったと認定され、その効力が確

定したときに指名停止を行うこととしています。 

 なお、指名停止の対象となった事業者については、横浜市ホームページ上の「ヨコハマ・

入札のとびら」で公表しています。 

（２）指定管理者制度については、市民サービス向上を図るうえで、効率性に偏ることなく、

職員の専門性の確保、事業継続性の保障、公共性の確保などを重視し、直営に戻すことを

含めて、そのあり方を抜本的に見直すこと。 

＜回答＞ 

（政策局）指定管理者制度については、効率性だけでなく、より効果的に施設の設置目的が

達成できるよう、指定期間や公募の可否など、最適な選定方法を選択しながら運用してま

いりました。 

今後とも公の施設の管理運営については、施設の特性に応じた指定管理者制度の最適な

運用手法について検討し、より良い施設運営を目指してまいります。 

 

９．第４次男女共同参画行動計画を踏まえた男女共同参画社会の実現にむけて  

（１）男女間賃金格差等の是正の取り組みを重点施策として明確に位置づけ、具体的な事業

を定めること。 

＜回答＞ 

（政策局）男女共同参画に関する実態や就業状況、市内企業の男女共同参画に関する取組の

現状等について、まずは男女間の賃金格差や昇任におけるアンバランス等の男女間格差の

実態把握に努めていきます。 

（２）市内企業における従業員女性割合の目標値 50％(2020 年度)を実現するために、具体

的な事業計画をつくり、実施すること。 

＜回答＞ 

（政策局）「市内企業における女性の登用促進等」として、女性の能力を活用し、男女とも

に働きやすい職場環境づくりを進める市内企業を認定・表彰する「よこはまグッドバラン

ス賞」や、女性の活躍推進に取り組む企業に対しての支援、公共調達等において積極的に

評価することを通じて、企業における女性登用促進を図っていきます。 

（３）女性の社会進出を妨げている妊娠・出産による解雇、嫌がらせ(マタニティー・ハラス

メント)に対し、女性労働者がすぐに相談できる相談窓口と、迅速に解決に導くことができ

る体制を本市に増設、強化し、周知徹底すること。 

＜回答＞ 

（政策局）男女共同参画センターにおける「性別による差別等の相談」をはじめ、「女性と

しごと 応援デスク」の「女性のための職場の人間関係・ハラスメント相談」等でもハラ

スメントに関する相談を受け付け、総合的な解決に向けた支援を行っています。 

（４）最低賃金はただちに時給 1,000 円にし、1,500 円以上をめざすよう、国に働きかける

とともに、市内事業者に対しても、横浜商工会議所や業界団体とも連携して、事業者努力
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を求めること。中小企業には、必要な経済的支援を行うこと。 

＜回答＞ 

（経済局）地域別最低賃金については、神奈川県地方最低賃金審議会等の審議を経て、適正

額が決定されるものと考えています。 

 また、最低賃金制度の遵守については、横浜市経済局ホームページ及び働く人の基礎知

識を掲載した冊子「ワーキングガイド」等を用いて、周知啓発を行っています。 

（５）自営業・農業女性の労働を正当に評価するために、人権侵害である所得税法 56 条は

廃止するよう国に求めること。 

＜回答＞ 

（財政局）所得税法第 56 条は、事業からの所得に対し、公平な税負担を図るため、家族間

の取決めによる恣意的な所得分割を認めないという趣旨で、より適正な課税を行うための

制度面からの要請に基づき定められたものと承知しています。 

 これらの趣旨を考慮すると、所得税法第 56 条の廃止を求めるといったご要望には添い

かねます。 

 なお、平成 23 年度税制改正大綱の検討事項に、個人の白色申告者に記帳が義務化される

ことに伴い、記帳水準が向上した場合における現行の専従者控除について、その実態等を

踏まえた見直しのあり方を検討すると掲げられていることから、国の検討について引き続

き注視してまいります。 

（６）公契約は、公共工事や指定管理者など公的職場に携わる労働者の適正な賃金が確保さ

れ、市内経済の好循環をもたらすものであるため、公契約条例を制定している先進自治体

の教訓を学び、早期に制定すること。 

＜回答＞ 

（財政局）公共サービスの質とそこで働く労働者の皆様の適正な労働条件の確保は重要だと

考えていますので、工事では、低価格競争対策や社会保険未加入対策、最新の労務単価等

を反映した契約変更に積極的に取り組むなど、契約の適正化に努めており、引き続き取組

を推進していきます。 

  こうした工事の取組に加えて、複数年にわたる、人件費の割合が高い労働集約型の委託

と、指定管理において、国で定める最低賃金に一定以上の上昇がみられた場合に、２年目

以降の契約金額を変更する新たな仕組みについて、29 年度に検討や手続きを進め、30 年

度に締結するものから実施できるよう、取り組んでいきます。 

 労働条件の確保に関しては、公契約条例の制定を含め、各自治体で様々な取組が行われて

いますので、国の動向を注視しながら、引き続き、庁内関係部署による勉強会を実施し、

他の自治体の取組状況等の研究を行っていきます。 

 

10. 横浜市立大学  

（１）任期付教員採用をやめること。 

＜回答＞ 

（政策局）教員の任期制は、目標達成への努力等を通じて、教員一人ひとりの教育・研究・
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診療活動の水準を上げ、専門分野、キャリア開発の契機とするとともに、組織の様々な活

動への参画や、地域貢献の推進にも寄与できると考えており、引き続き、継続していきま

すが、平成 25年４月の労働契約法の改正を踏まえ、新たな制度を平成 28年４月より実施

しています。 

（１）５年任期の教員（助教は除く）は、採用から５年目に、３年任期の教員（助教は除

く）は、採用から通算５年目に審査を行い、無期労働契約転換権を取得します。 

（２）助教については、ある一定の期間内において自らの研究教育に励み、上位の職位に

キャリアアップしていく職位と考えられるため、現行規程どおり、任期の上限を 10 年とし

ます。 

 

【総務局】【危機管理室】 

１．新市庁舎建設計画 

（１）新市庁舎建設については工事を中止し、改めて立地場所、必要な規模や市役所と区役

所のあり方について、市民的議論を重ねた上で決め直すこと。 

＜回答＞ 

（総務局）新市庁舎整備については、26 年 9 月に「市の事務所の位置に関する条例」の改

正、27 年５月に市庁舎移転新築工事に係る予算について、28 年 2 月には「横浜市市庁舎移

転新築工事請負契約」の締結議案について市会で可決いただき、事業を進めています。執

務室の分散化や危機管理機能の強化など、現市庁舎の抱える喫緊の課題を解決するために、

着実に事業を進めていきます。 

 

２．市民利用施設の統廃合計画 

（１）2012年に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」に基づ

く公園プール・余熱利用温水プールの統廃合計画は、利用している地域住民の意見を尊重

し、抜本的に見直すこと。 

＜回答＞ 

（総務局）平成 27 年 10 月に各施設の利用状況、施設配置等を踏まえた、「プール及び野外

活動施設等の見直しに係る方針」を策定しました。 

 今後は、この方針に基づき、施設の集約化等に取り組むとともに、当面存続することと

なった公園プール・余熱利用温水プールについては、更なる利用促進、経営改善等に取り

組んでいきます。 

 

３．市職員定数 

（１）市民の命を守り、市民サービスの向上を図るために、また残業をなくすためにも、市

職員定数を計画的に増やすこと。 

＜回答＞ 

（総務局）厳しい財政状況の中、民営化や委託化、事務事業の見直しによる効率化を行う一

方で、国の制度改正への適切な対応や、中期４か年計画の総仕上げに向けた対応など、必



 

 

 

-１４- 

 

要な分野においては体制を強化しており、29 年度は差引で 79 人の増員となります。これ

に加え、「県費負担教職員の本市移管」に伴い、教職員 16,142 人を計上するため、合計で

16,221 人の増員となります。 

 今後とも、市民サービスの低下が生じないよう、引き続き適正な人員配置を検討してい

きます。 

（２）育児休暇・介護休暇をいつでも取得できる職員配置を検討すること。特に、男性職員

が育児休暇を取りやすい体制をつくること。 

＜回答＞ 

（総務局）職員の配置にあたっては、本人の適性・能力、育児や介護等の配慮事項、職場状

況なども勘案し、総合的な判断のもとに行っております。 

 また、体制確保は、業務実態等を見極めた上で、必要性を検討し、適切に対応してまい

ります。 

（３）障害者の法定雇用率を引き上げるよう、市職員の障害者採用人数を増やすとともに、

障害者の雇用期間に制限を設けないこと。 

＜回答＞ 

（総務局）職員の採用については、本市全体の定員管理の枠組みの中で募集人員を決定して

います。 

 なお、本市の平成 28 年度障害者雇用率は、法定雇用率を達成しました。引き続き障害者

の雇用促進に努めてまいります。 

（４）精神障害者の就労について、本市のモデル事業を本格実施するとともに、現行の短期

雇用でなく、中長期的な雇用を実現すること。 

＜回答＞ 

（総務局）[健康福祉局] 本市における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や、健康福祉局における雇用・実習受入の検証を踏まえて、引き続

き対応を検討していきたいと考えております。 

（５）労働安全衛生法改正に伴って職員のストレスチェックを行うことになっているが、チ

ェックの結果、職場での改善が必要な場合には、本人の希望にあわせて職務の軽減や配置

転換などに丁寧に応じること。 

＜回答＞ 

（総務局）ストレスチェックで高ストレスと判定された職員の面接指導結果等の通知を受け

た管理監督者及び安全衛生所管課長は、通知内容と当該職員及び職場の実情を踏まえ、速

やかに適切な就業上の措置を検討し、実施することとなっています。 

 

４．横浜市防災計画の改善 

（１）横浜に今後 30 年以内に震度６弱以上の地震が発生する確率は 81％(政府・地震調査

研究推進本部 2016 年６月 10 日発表)と言われている現状から、本市の防災・減災の目標

を、現行の「中長期的には限りなく被害ゼロに近づけることをめざす」から「人命被害

ゼロ」に修正し、その目標に向けた施策を一日も早く実行すること。 
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＜回答＞ 

（総務局）市防災計画では、「被害を出さない地域・社会の実現」を目標としています。そ

れを具体化する地震防災戦略では、10 年間の減災目標を定め、目標達成に向け、できる限

りの取組を進めています。 

（２）防災行政無線の設置は防災・減災対策にとって最優先の課題であるため、河川域にと

どめず、全市域に整備する計画とすること。 

＜回答＞ 

（総務局）防災用屋外スピーカーは、本市では地形の起伏があり電波や音声が伝わりにくい

ことから、市内全域に整備する考えはありません。 

  しかし、沿岸部や河川流域の一定の範囲の不特定多数の方に、緊急情報をお知らせする

手段としては有効であることから、費用対効果などを踏まえながら、今後の整備箇所を検

討していきます。 

（３）防災情報の周知徹底方法をさらに工夫し、対象となる地域や各家庭などに行きわたる

ように行政責任を果たすこと。 

＜回答＞ 

（総務局）災害時の緊急情報の伝達については、戸別訪問・広報車や、ＩＣＴの利用などあ

らゆる手段を活用するほか、平成 27 年４月から「Ｌアラート」の活用を開始しました。 

 また、民間事業者が運営する防災アプリを活用した情報発信について調整中です。 

（４）避難勧告発令時に、対象住民が避難場所まで速やかに移動・誘導できるよう、職員の

対応体制をとること。 

＜回答＞ 

（総務局）避難勧告等発令時の職員の配備体制は、各区の状況に応じて増減できることとし

ており、今後も住民の避難誘導や避難場所の開設に支障を及ぼすことのないよう対応して

いきます。 

 特に、高齢者や障害者など自力避難が困難な要援護者の避難については、自治会・町内

会や近隣居住者の協力も得ながら、迅速かつ適切な避難誘導に努めます。 

（５）防災訓練に障害者が参加しやすくなるよう、防災訓練主催者や障害者に働きかけるこ

と。 

＜回答＞ 

（総務局）防災訓練への障害者の参加について、広く周知し、参加を促します。 

（６）地域防災拠点等の要援護者に配慮したスペースについて、要援護者参加のもとで、必

要な手立てを講じること。 

＜回答＞ 

（総務局）地域防災拠点の要援護者に配慮したスペースについては、「地域防災拠点開設・

運営マニュアル」において、あらかじめ学校管理者及び運営委員会で協議し、スペースを

確保するよう定めています。 

 各防災拠点で取組が進むよう、区局連携して運営委員会に働きかけていきます。 
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（７）避難所でのプライバシーを守るために、必要な用具を確保すること。 

＜回答＞ 

（総務局）横浜市と東日本段ボール工業組合と締結している「災害時における段ボール製品

の調達に関する協定」に基づき、段ボール製間仕切りを供給したり、地域防災拠点の備蓄

品として、避難所内での着替えや授乳スペースを確保するために簡易テントを２基配備し

ており、プライバシーを確保します。 

 

【財政局】 

１．市民利用施設 

（１）利用料・使用料の値上げにつながる「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は、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・運営に取り組みます。また、料金改定を行う必要がある場合でも、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。 

（２）県有施設の機能縮小・統廃合、市町村・団体への補助金・負担金の廃止・削減につい

ては、引き続き反対の意思を表示すること。 

＜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、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、課

題解決に向けた取組を推進するよう、引き続き働きかけを行っています。 

 

２．公共施設跡地利用 

（１）市民の財産である学校や区役所などの公共施設跡地の利用については、公募売却を前

提とした「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」に基づいて、関係区局主導ですす

めているが、その方針を改め、地域住民・区民の要望を聞いて住民本位に決めること。 

＜回答＞ 

（財政局）[市民局][教育委員会] 「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」に基づ

いた後利用の検討に当たっては、立地特性のほか、地域の御意見を伺うなど、ニーズ等を

十分に把握しながら、総合的な観点から関係区局において幅広く検討を行っていきます。 

 

３．入札・契約 

（１）品確法・建設業法・入契法の通称「担い手３法」の趣旨を活かして、建築現場等で働

く労働者の労働条件の向上を図ること。 
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＜回答＞ 

（財政局）本市契約に従事する労働者の賃金等の労働条件の確保は重要だと考えていますの

で、本市では、低価格競争対策や社会保険未加入対策などに積極的に取り組んでいます。 

 また、契約の締結の際に事業者に対し、雇用・労働条件の改善、安全・衛生の確保、社

会保険に加入の上保険料を適正に納付すること等福祉の充実、福利厚生施設の整備、技術・

技能の向上及び適正な雇用管理など必要な事項について措置を執るとともに、適正な賃金

や法定福利費などを適切に反映した下請契約の締結などについて配慮することを求めて

います。 

（２）市が実施している設計労務単価変更に伴う特例措置による変更契約手続きが、二次以

下の下請け業者に対しても徹底されているか、調査すること。 

＜回答＞（財政局）「公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に関する報告書」で、二

次以下の労務単価反映状況について元請人が把握している場合は、状況について照会して

いますが、把握している事業者は非常に少ない状況です。 

 なお「本市発注工事の適正な施工について」の中で、元請人に対して、二次以下を含む

すべての下請業者に、社会保険に加入することや関係法令を遵守することについて指導す

るよう求めています。 

（３）100 万円以上の補助金を交付する民間事業は、市内企業への発注を原則とする現行規

定を改め、50万円以上とすること。市内企業への発注を金額ベースで工事 90％、物件 70％、

役務 80％以上にそれぞれ引き上げること。また、対象に認可保育所や本市事業受託業者、

指定管理者を加えること。 

＜回答＞ 

（財政局）「横浜市補助金等の交付に関する規則」においては、平成 22 年に規則を改正し、

本市補助事業の市内事業者への発注を推進していくことを規定しました。この規則の中で

は、補助金交付団体の事務負担なども考慮し、対象を１件 100万円以上の補助金と規定し

ています。実態としても本市補助金にかかる工事関係費、例えば保育所整備や特別養護老

人ホーム整備補助金などがその一例ですが、１件 100 万円以上という現行の基準により、

対象をほぼもれなく補足できていると考えています。 

 また、認可保育所や本市事業受託事業者、指定管理者に対しても、本市が補助金を交付

する場合には、同様に補助金規則の対象となっています。 

 今後も、可能な限り市内発注につとめるというのが、基本であることに変わりありませ

ん。 

（４）災害などによる応急工事については、地元の事情をよく知っているという観点で、当

該区の企業への発注を原則とすること。 

＜回答＞ 

（財政局）工事の発注にあたっては、入札における適正な競争性の確保の観点から、当該区

の建設事業者に加えて、当該区に隣接する区の事業者も入札参加の対象としています。 

（５）新設計労務単価適用による契約工事受注業者に対し、適切な水準の賃金や法定福利費

の支払い、社会保険等への加入徹底に関して、「お願い」ではなく、徹底した指導を行う
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こと。 

＜回答＞ 

（財政局）「本市発注工事の適正な施工について」の中で、標準見積書の活用等によって法

定福利費相当額を適切に含んだ額で下請契約を締結すること、社会保険等の加入状況等が

優良な者と下請契約を結ぶこと、さらに作業員名簿等により労働者の加入状況を把握し、

加入指導することなどを求めています。また、施工体制立入調査などの機会を通じて、請

負業者に指導しています。 

（６）地元企業向け事業規模の上限を引き上げること。 

＜回答＞ 

（財政局）本市工事の発注については、横浜市中小企業振興基本条例に基づき、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。 

 なお、市内企業が施工可能な工事については、入札における競争性が確保できる場合は、

上限金額を定めずに市内事業者に入札参加者を限定した発注を行っています。 

 

４．税等滞納整理 

（１）税外債権の滞納整理にあたっては、滞納者の生活・営業実態を把握しないまま差し

押さえるなどの強権的発動は、絶対行わないこと。納税資力を判断する際には最低生活

費を考慮し、滞納者が生活の再建・維持ができるよう親身に対応すること。 

＜回答＞ 

（財政局）[健康福祉局][こども青少年局] 税外債権の滞納整理にあたっては、財産調査に

より納付資力を見極め、納付資力がない場合には納付緩和措置を適用しています。差押

処分の執行につきましては、今後も、関係法令等の規定にしたがい、適正に行ってまい

ります。 

（２）本年４月の地方税法改正において猶予制度の見直しが行われたことを踏まえ、納税緩

和措置を行うこと。 

＜回答＞ 

（財政局）猶予制度の適用については、地方税法及び関連法令、横浜市市税条例等の規定に

したがい、適正に行っています。 

 

５．公共施設管理基本方針について 

（１）「公共施設管理基本方針」に基づき、公共施設の更新・改修工事が適切に実施できる

予算を確保すること。 

＜回答＞ 

（財政局）施設所管部署において、日常的な点検や、精度を上げた定期点検を踏まえて、施

設の状態を確認し、必要な予算を計上してまいります。 

 



 

 

 

-１９- 

 

６．環太平洋パートナーシップ(ＴＰＰ)について 

（１）ＴＰＰは、契約金額に関わらず契約事業者を市内企業に限定することができなくな

る、輸入農産物の関税撤廃・引き下げによって市内農業者に大きな打撃を与えるほか、

食の安全、医療、雇用、保険・共済、国・自治体の調達などあらゆる分野の「非関税障

壁」を撤廃し、地域経済に大きな影響を及ぼす。本市が中小企業振興基本条例を制定し

て地域経済を守り育てようとしていることからも、ＴＰＰ協定を批准しないよう、国に

求めること。 

＜回答＞ 

（政策局）国は環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定を、日本の成長を確かなものとし、

「チャンスに満ち溢れた日本」を取り戻すための第一歩としており、本市としても市内経

済の活性化につながることを期待しています。 

 引き続き、農業をはじめとする国内向けの対策等、国の動向を注視しながら、必要に応

じて対応を検討してまいります。 

 

【国際局】 

１．国際平和の理念の尊重について 

（１）都市間交流においては、経済活動に偏重することなく、国際平和の理念を基本として

推進すること。 

＜回答＞ 

（国際局）横浜市国際戦略では、「世界と共に成長する横浜」という理念を掲げております。

今後も、海外諸都市との連携を深め、互いに価値を高め合い、課題の解決に向き合う自治

体外交を推進していまいります。 

（２）2020 年の東京オリンピックに関わる本市の関連事業については、国際平和の立場を明

確に表明して進めること。 

＜回答＞ 

（市民局）[国際局] オリンピック憲章では、「オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持

に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役

立てることである」としています。 

 本市としても、この根本原則に基づき、大会開催の好機を生かした国際交流等も通じて、

オリンピック・パラリンピックの成功に最大限貢献していきます。 

 

２．国際平和推進事業について 

（１）本市はピースメッセンジャー都市の認定を受けているだけでなく、2020年までに核兵

器廃絶を目指す行動指針をもつ平和首長会議にも加盟している。それらに相応しい国際平

和推進事業を強化すること。 

＜回答＞ 

（国際局）国際連合からピースメッセンジャーの称号を授与された都市として、また、平和

首長会議の一員として、引き続き平和啓発事業、都市間交流、国際協力などを通じて、国
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際平和の実現に向けて取り組みを強力に進めていきます。 

 

３．都市間連携・交流について 

（１）都市間連携・交流においては、歴史認識を踏まえること。特に東南アジアや東アジア

については、過去の侵略行為についての歴史的事実の認識を持ってあたること。 

＜回答＞ 

（国際局）これまでも、歴史認識を踏まえ、相互の信頼関係に基づいて都市間連携・交流を

進めており、今後もそのように取り組んでいきます。 

 

４．多文化共生社会の実現について 

（１）各区局と連携し、市内在住外国人の生活実態を掌握し、国際都市にふさわしく、言語

の支援など多文化共生社会の実現に必要な支援を行うこと。 

＜回答＞ 

（国際局）国際交流ラウンジでの日本語学習や相談対応をはじめとした在住外国人に対する

支援等多文化共生の取組を、引き続き関係区局等と連携しながら、進めていきます。 

 

【市民局】 

１．行政区運営 

（１）区づくり推進費の配分基準に、市税、国保料の収納率を使わないこと 

＜回答＞ 

（市民局）税や国民健康保険料の徴収事務は、市民負担の公平性と財源確保の観点から、非

常に重要です。また、職員が自ら行っている取組が「自主企画事業費」の財源配分に繋が

るという意識を持つことで、意識向上や、区役所のチーム力を高めることにも繋がるため、

税や国民健康保険料の収納率を指標に組み入れた財源配分は、必要と考えております。 

（２）区づくり推進費を増額し、区民の意見を反映して予算を組めるようにすること。 

＜回答＞ 

（市民局）区役所では、市民からの提案など日常における広聴や区民意識調査、地域懇談会

など、あらゆる機会を通じて区民の皆さまの率直な声を把握し、個性ある区づくり推進費

の様々な事業に反映しています。 

 地域の抱える課題がますます多様化、複雑化する中で、区民の皆さまの声にきちんとお

答えしていくために、個性ある区づくり推進費を含め、区に係る予算全体について検討し

てまいります。 

（３）個人情報漏えい事故が頻発していることをかんがみ、戸籍課などの窓口業務をはじめ

区役所の事務事業については、非正規雇用や民間委託はせず、正規職員で対応すること。 

＜回答＞ 

（市民局）サービスの向上と業務の効率化に向け、引き続き、様々な方法を総合的に検討す

るとともに、個人情報保護に努めてまいります。 

（４）手続きが１か所で行えるワンストップ対応ができるように、必要な人員配置や体制を
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とること。 

＜回答＞ 

（市民局）サービスの向上と業務の効率化に向け、様々な方法を総合的に検討し、市民の皆

様にとって、よりわかりやすい窓口となるよう、今後も改善を図ってまいります。 

（５）区民のあらゆる相談に対応する総合相談窓口を設置すること。相談内容は、パワー・

ハラスメント、メンタルヘルス障害、小企業の経営相談などあらゆる分野とし、窓口で受

けた相談を担当部署につなげ、解決に向けた支援を行うこと。 

＜回答＞ 

（市民局）各区区政推進課広報相談係で、弁護士による法律相談等の専門相談の他、区民の

相談に関する連絡や調整、案内を行っています。さまざまな相談に対し適切に支援ができ

るよう、引き続き対応していきます。 

（６）行政サービスコーナー設置は減らさないこと。 

＜回答＞ 

（市民局）増加傾向にあった証明発行数は、平成８年度の約 660 万枚をピークとし、毎年減

少傾向にあり、27 年度には約 440 万枚、約 30％の減少となっております。 

 これまでの証明発行の減少を踏まえ、効率的な行政運営の観点から、行政サービスコー

ナー３箇所を、今後３か年かけて１箇所ずつ廃止することとしました。 

 また、今後の証明発行拠点のあり方についても、コンビニ交付の普及やマイナンバー制

度の情報連携などによる証明発行数の減少傾向を見たうえで、平成 31 年度に、見直し方針

を決定する予定です。 

（７）区庁舎において、市民・市民団体と一緒に平和展や原爆展などを開催し、市民の平

和への願いを発信すること。 

＜回答＞ 

（国際局）[市民局] 本市では、様々な機会を捉えて平和啓発に関する広報やイベントなど

を実施しているところですが、今後も引き続き、関係する区局が連携しながら国際平和の

推進に向けた施策を積極的に進めてまいります。 

 

２．マイナンバー 

（１）個人情報が完全に守られるという裏付け・保証のないマイナンバー制度を廃止するよ

う、国に求めること。 

＜回答＞ 

（総務局）マイナンバー制度の趣旨及び地方公共団体としての責務に基づき、引き続き、制

度の適切な運用に向けて対応してまいります。 

（２）マイナンバーの利用事務の拡大、情報連携はやめること。 

＜回答＞ 

（総務局）マイナンバー制度の趣旨である「市民の利便性向上」と「行政事務の効率化」等

を踏まえ、関係法令に基づき、対応してまいります。 

（３）マイナンバーの記載がなくても不利益がないことを市民に知らせること。また、違
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法なナンバー収集などの被害にあわないよう、正確な情報を市民に知らせること。 

＜回答＞ 

（総務局）マイナンバーは、市民サービスの向上などのため、全国に導入された制度ですの

で、市民の皆様に、手続き上、必要な場合はマイナンバーを提供いただけるよう、引き続

き、制度の周知を進めます。また、マイナンバーに関連した詐欺などの事案については、

国の広報と連携しながら、引き続き、市民の皆様への周知を行います。 

 

３．横浜文化体育館再整備 

（１）横浜文化体育館の設立目的にかんがみ、再整備にあたっては、運営が利益本位の興行

中心となるＰＦＩ手法はやめること。 

＜回答＞ 

（市民局）横浜文化体育館再整備事業はＰＦＩ事業で進めています。再整備によりメインア

リーナ施設、サブアリーナ施設の２つの施設を整備し、市民スポーツをはじめとして、市

民活動の拠点機能を拡充していきます。さらに大規模なスポーツ大会ができるようになり、

メインアリーナでの興行利用を促進することで、関内駅周辺地区のまちづくりのリーディ

ングプロジェクトとして、まちのにぎわいづくりにも寄与していきます。 

 

４．人権 

（１）性的少数者の人権が尊重されるよう、当事者が必要としている支援策を拡充すること。 

＜回答＞ 

（市民局）性的少数者の方々に対し、個別専門相談や交流スペースの提供、市民向け講演会

等の事業を行っています。性的少数者の方々への理解が深まり、差別や偏見、生活の不便

さなどが解消されるよう、支援に取り組みます。 

 

５．市民利用施設等 

（１）地区センター、コミュニティハウスの利用時間枠を９－12時、13－17 時、18－21 時

に見直し、利用は無料に戻すなど、利用しやすいものにすること。 

＜回答＞ 

（市民局）地区センターの利用時間帯は、各館の指定管理者が、地域や利用者の代表の方を

メンバーとした運営委員会や利用者会議での意見をもとに設定しております｡ 

 地区センターの利用料金につきましては、施設の利用・未利用による市民間の公平を図

るため、施設運営に受益者負担の考えを取り入れております。 

（２）公共施設の利用基準は現行基準を遵守すること。 

＜回答＞ 

（市民局）地区センターについては、「横浜市地区センター条例」等に基づき、地域住民の自

主的な活動や相互交流の場として、今後も適正に管理運営を行ってまいります。 
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（３）栄プールは廃止せず、修繕・整備して存続すること。 

＜回答＞ 

（市民局）「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」（平成 27 年 10 月策定）に

おいて、「利用状況、コスト、配置等を評価した結果を踏まえ、栄プールについては、

施設の大規模な改修等の際に、港南プールへ統合」としています。今後はこの方針に基

づき、施設の統合に向けた取組を進めます。 

 

６．地域スポーツ支援事業 

（１）子どもの体力向上事業をさらに拡充すること。 

＜回答＞ 

（市民局）現在実施をしている小学校の中休みや放課後の時間を活用した「いきいきキッズ

事業」や、幼児を対象とした「はつらつキンダー事業」を引き続き実施し、子どもの体力

向上事業のさらなる推進を図っていきたいと考えております。 

 

７.広報広聴 

（１）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整備すること。 

＜回答＞  

（市民局）横浜市の WEB ページは、神奈川県が独自に定めている情報バリアフリーガイドラ

インと同様の趣旨で経済産業省が制定している JIS 規格、JIS X 8341-3:2016 の適合レベ

ル AA に準拠して整備します。 

（２）パブリックコメントの募集は、より多くの市民が意見を出せるよう、あらゆる市民

に情報をわかりやすく提供し、十分な期間を設定すること。形式的な実施で良しとせ

ず、市民との協働による市政実現を図るために機能させること。 

＜回答＞ 

（市民局）パブリックコメントの実施にあたっては、より多くのご意見をいただけるよう、

案件の担当課と事前調整を行っています。今後も多くのご意見をいただけるよう調整して

いきます。 

 

８．障害者施策 

（１）本来利用すべき人が使えるよう、多目的トイレの正しい目的を周知徹底するとともに、

増設すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）横浜市福祉のまちづくり条例では、官公署や福祉施設、病院、金融機関、300

㎡以上の店舗や公共交通機関の施設等の新設又は改修時にオストメイト対応トイレの設

置に努めることとされております。 

 多目的トイレの目的や利用マナーについては、様々な場で啓発を進めていきます。 
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【文化観光局】 

１．区民文化センターの整備 

（１）港北区民センターの整備は、答申に基づいて確実に進めること。 

＜回答＞ 

（文化観光局）[港北区] 平成 27 年度に開催した横浜市港北区における区民文化センター基

本構想検討委員会による答申を踏まえ、整備を進めていきます。 

（２）区民センター未整備区については、早急に整備計画をつくり、整備すること。 

＜回答＞ 

（文化観光局）区民文化センターの整備については、未整備区を対象として検討を進め、再

開発等のまちづくりの機会に合わせて、区内にある文化施設や公会堂等他の公共施設の機

能を踏まえ、地域特性に合わせて必要な機能を整備します。 

 

２．国際都市として 

（１）東アジア文化都市事業の実施をふまえ、引き続き日中韓都市間交流事業を推し進める

こと。 

＜回答＞ 

（文化観光局）「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき、中国泉州市・韓国光州

広域市との文化芸術交流を進める「日中韓都市間交流事業」を引き続き行っていきます。 

（２）大規模な行事の開催時には、平和都市宣言、非核兵器平和都市宣言を決議している国

際都市として、国際局などと連携し、平和のメッセージを発信すること。 

＜回答＞ 

（文化観光局）[国際局] 大規模な行事における平和メッセージの発信については、行事の

目的、規模、内容、時期等も踏まえながら、国際局などと連携し総合的に検討してまいり

ます。 

 

３．次世代育成事業 

（１）芸術文化教育プログラムは、希望する学校の児童・生徒すべてが受けられるよう拡充

すること。 

＜回答＞ 

（文化観光局）芸術文化教育プログラムについては、市内全小・中・義務教育・特別支援学

校あてに募集を行っています。実施校は各学校の希望内容に応じて芸術家を派遣できるよ

う、学校や芸術家とプログラムの調整を行うコーディネーター（文化施設等のスタッフ）

が担当する学校数を見直すなどして工夫をしています。 

 

４．観光・文化施設 

（１）市所管の観光・文化施設での多言語(日本語、韓国語、中国語、英語)対応を進める

こと。 
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＜回答＞ 

（文化観光局）観光施設については、（公財）横浜観光コンベンション・ビューローを通じ

て、多言語のシーン別会話集や多言語音声翻訳アプリなど、外国人観光客受入のための多

言語対応支援メニューを提供しています。 

 また、観光事業者を対象とした様々な研修を実施することにより、各施設のおもてなし

レベルの向上を推進してまいります。 

 文化施設についても、多言語でのパンフレットや館内サインなど、あらゆる人が使いや

すい施設となるよう、利用状況や要望を踏まえ、各施設の状況に応じた対応を検討してま

いります。 

（２）市所管の全ての観光・文化施設において、バリアフリー化、点字フロアガイド、音声

ガイド、手話スタッフの配置、授乳室、ベビーカー置き場の整備、ベビーカーの貸出を行

い、高齢者、障害者、乳幼児連れへの対応を充実させること。 

＜回答＞ 

（文化観光局）観光施設については、（公財）横浜観光コンベンション・ビュローが毎年、

開催している市内事業者向けの接遇研修において、これまでも障害者の受入などをテーマ

として取り上げています。引き続き、市内事業者と連携し、どなたにも観光を楽しんでい

ただける受入環境整備を進めてまいります。 

 文化施設についても、あらゆる人が使いやすい施設となるよう、利用状況や要望を踏ま

え、各施設の状況に応じた対応を検討してまいります。 

（３）みなとみらい 21 地区での新たなＭＩＣＥ施設整備計画は、過大投資であるだけでな

く、地域住民の納得が得られていないため、白紙撤回すること。 

＜回答＞ 

（文化観光局）MICE の世界的な市場規模の拡大や横浜での開催需要を踏まえ、みなとみらい

２１中央地区 20街区において、MICE施設整備を着実に進めていきます。 

 また、地域住民の方へは、引き続き本事業に関するご理解を得られるように努めていき

ます。 

（４）能楽堂で行われたバリアフリー能のように、視覚障害者むけ副音声、聴覚障害者むけ

字幕配信など、障害特性が配慮された環境のもとで障害者が楽しめる催事を、市内の文化

施設で積極的に行うこと。 

＜回答＞ 

（文化観光局）障害・人種・国籍・宗教・年齢・性別等の様々な違いを超えて創造的に課題

解決を図るとともに、誰もが対等な関係で関わり合い、社会や組織に参画するというクリ

エイティブ・インクルージョン施策の一環として、あらゆる人が使いやすい施設となるよ

う、利用状況や要望を踏まえ、各施設の状況に応じた催事の実施を検討してまいります。 

（５）区民文化センターをはじめ、市民利用施設の修繕、設備の更新が計画的に行えるよう、

十分な予算を確保すること。 

＜回答＞ 

（文化観光局）施設長寿命化工事を所管する建築局及び施設管理者と連携し、利用者の安全



 

 

 

-２６- 

 

性確保や老朽化した設備の更新を行っており、引き続き劣化状況を把握して計画的に修繕

を実施してまいります。 

 

【経済局】 

１．中小企業振興 

（１）中小企業振興基本条例第 7 条に基づき、市内中小企業の持っている力を積極的に引き

出す施策を検証し、具体化を強化すること。 

＜回答＞ 

（経済局） 

 資金繰り支援や商店街振興など、中小企業の経営基盤の強化に向けた施策と成長分野での

開発助成や海外展開支援、IoT の新たな分野など中小企業の経営の革新を促進する施策を

着実に実行していきます。 

 また、全ての区局統括本部が、それぞれの施策の実施にあたり、中小企業振興の視点を

持って市内中小企業の受注機会増大に向けた取組を進めていきます。 

（２）小規模企業振興基本法に基づいて、従業員５人以下の小規模企業者に特化した施策を

策定し、実施すること。 

＜回答＞ 

（経済局）後継者問題を抱える企業に対する事業承継の支援や、起業後間もなく、営業・経

営面で課題を抱える企業に対し、経験豊富な大手企業のＯＢを顧問として派遣するなど、

きめ細かな支援を実施しています。 

 また、中小企業融資事業では、29 年度、従業員 20 人以下の小規模企業者を対象とした、

「小規模プラス 2000 資金」の融資限度額を 2,000 万円から、5,000 万円に引き上げ、「小

規模プラス資金」に名称変更します。 

 さらに、商店街の店舗が行う、魅力アップや活力向上につながる事業に対する、店舗改

装費等の経費への補助を行っています。 

 合わせて、起業家支援などの小規模企業者の支援に取り組んでいきます。 

（３）小規模企業者の中には、無担保・無保証人の小規模企業特別資金などの中小企業支援

施策を知らず、相談窓口すらわからずに悩んでいる人が多い。昨年から始まった生活困窮

者自立支援制度による自立支援センターと連携し、身近な区役所に小規模企業者が気軽に

相談できる「小企業なんでも相談窓口」を設け、周知すること。 

＜回答＞ 

（経済局）小規模企業者を含む中小企業の皆様からの経営相談・資金繰りについてのご相談

は、その内容に応じ最適な支援ができるよう、専門性の高いスキルやノウハウ、得意分野

を持つ職員同士が情報を共有し、効果的な手法を検討した上で、職員が現場にお伺いした

り、横浜企業経営支援財団（IDEC）では、ワンストップ経営相談窓口を設置して対応して

います。  

 一方、地域の課題にきめ細かく対応するためには区役所の力が重要です。そのため、こ

のような課題については、今後も区と連携を密にしながら進めます。 
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（４）京浜臨海部守屋・恵比須地区の研究開発拠点施設は、中小企業の研究開発に資する

ものにすること。 

＜回答＞ 

（経済局）本事業では、企業規模に関わらず、京浜臨海部の活性化に寄与し、守屋・恵比須

地区における研究開発拠点の形成をリードするような企業の研究開発施設の導入を目指

しています。 

 本事業が進むことにより、研究開発を行う中小企業が研究開発施設へ入居する可能性や

研究開発施設へ入居する企業と市内に立地する中小企業との共同研究へつながる可能性

などが考えられます。また、本事業がきっかけとなり、研究開発機能の集積が進み、市内

での事業活動がより一層活発に行われることによって、市内中小企業の振興にも資する可

能性があると考えています。 

 

２．地域経済の仕事興しのために 

（１）「商店街個店の活力向上事業」について、商店会未加盟の個店も対象にし、提出書類を

簡素化するなど使いやすいものに拡充するとともに、事業の周知に努め、予算を増やすこ

と。 

＜回答＞ 

（経済局）「商店街個店の活力向上事業」については、応募時点で商店会未加盟の個店であ

っても、将来的に加盟予定であれば申請していただくことが可能です。また、今年度の状

況を踏まえ、提出書類の見直しと広報に努めます。 

（２）大企業は助成金や税金優遇策などがなくても必要であれば進出してくるので、税金

の無駄遣いとなる現行の企業立地促進条例は廃止すること。 

＜回答＞ 

（経済局）企業立地促進条例の認定企業から横浜に立地を決めた要因を伺ったところ、条例

による助成金や税軽減を挙げていただいた企業が最も多くなっており、条例による支援は、

有効であると考えております。 

 市民雇用の増大、市内企業の事業拡大などの横浜経済の活性化及び中長期的な財政基盤

の強化を図るため、同条例を活用し企業立地を推進してまいります。 

（３）地域経済振興にむけて、各区に経済振興担当課を設置すること。 

＜回答＞ 

（経済局）市内経済振興施策の実施にあたっては、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地域の状況を把握している区と連携して取り組んで

いくことが望ましいと考えます。 

  こうした考えに基づき、庁内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、各区への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。 

（４）市内中小企業・自営業者の同業・異業種間交流の取り組みを、さらに発展させるこ

と。 
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＜回答＞ 

（経済局）「横浜型地域貢献企業認定式」や「横浜知財みらい企業認定式」をはじめ、様々

な事業の実施に際して、業種を問わず多くの企業の皆様が交流する機会を設けています。 

 また、ベンチャー企業が集まるプレゼンテーション会や「横浜ウーマンビジネスフェス

タ」も業種を超えた起業家や経営者のビジネスマッチングや学び合う場となっており、今

後もこうした機会の充実に努めていきます。 

 さらに、「チーム de ものづくり」応援事業では、横浜市内の中小製造業が中心となるグ

ループが行う販路拡大等の取組を支援します。 

（５）横浜市中小製造業設備投資等助成制度について、工場賃借料、固定資産税、工作機械

リース料など固定費の助成額を増加させるなど、いっそうの拡充を行うこと。 

＜回答＞ 

（経済局）横浜市中小製造業設備投資等助成制度において、工場を借りる場合の賃借料や、

新築・増築する場合の土地・建物等の取得費用、機械設備を導入する際のリース料などに、

新たに防音等のための建屋の改修費等を加え、29 年度も引き続き経費の一部を助成します。 

（６）入札参加資格のない中小業者が登録し、自治体の発注する小規模な工事・修繕など

に受注機会を与える小規模工事契約希望者登録制度は、全国の２割以上の自治体で行わ

れ、小規模企業者の仕事興しや地域経済の発展に貢献している。同制度の導入に向けて

実施自治体の調査を行うこと。 

＜回答＞ 

（財政局）工事の発注にあたっては、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。 

 

３．労働環境の改善 

（１）長時間労働や残業、休日出勤の強要、パワーハラスメントや法令違反などを行ってい

る、いわゆる「ブラック企業」「ブラックバイト」を根絶するため、県などと連携して実態

調査を行い、根絶のための対策をたてること。 

＜回答＞ 

（経済局）働く人の基礎知識を掲載した冊子「ワーキングガイド」を用いた啓発などを引き

続き行っていくとともに、「横浜しごと支援センター」で、様々な労働相談に応じていま

す。 

 労働法令の順守に向け、神奈川労働局と情報共有を図り、連携を進めるとともに、セミ

ナー開催等により、過重労働対策に向けた普及・啓発に取り組んでまいります。 

（２）冊子「ワーキングガイド」の活用を強化し、労働法のポイントや違法労働行為への対

処などを、若年層を中心に、さらに周知・啓発すること。 

＜回答＞ 

（経済局）冊子「ワーキングガイド」に加えて、平成 27 年度より主にアルバイトを行って

いる若者向けに、労働法制をコンパクトにまとめたリーフレット「ワーキングガイド（ア
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ルバイト編）」を発行し、市内各所だけでなく、市内高校や大学等へ配布を行い、若年層

への周知・啓発を図っています。 

（３）長時間労働をなくし、全ての労働者が有給休暇を取得できるように、県や労働局と連

携し、人手不足の実態を把握して十分な人員を確保するよう事業所に働きかけること。 

＜回答＞ 

（経済局）神奈川県が実施している、毎月勤労統計調査地方調査における、実労働時間及び

出勤日数等の調査結果を参考に、雇用への波及効果について、注視してまいります。 

（４）残業代ゼロ等、労働法制の改悪はやめるよう、国に対して意見を述べること。 

＜回答＞ 

（経済局）労働法制に関しては、今後も国や社会情勢の動向を注視してまいります。 

 

４．横浜市中央卸売市場 

（１）福島第一原発事故はいまだ終息していないため、引き続き、本場市場での放射能検査

体制を継続すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）[経済局]本場市場食品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。 

 

【こども青少年局】 

１．子どもの貧困解決にむけて 

（１）子どもの貧困対策に関する計画の実施にあたって、必要な予算を確保すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）計画に基づき、子どもの育ちや成長を守るとともに、貧困の連鎖を防ぐ

取組を、着実に進めていくため、引き続き必要な予算を確保してまいります。 

（２）経済的困難を抱えた子育て世代が気軽に相談できる窓口を周知すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）経済的な困りごとや子育てに関することなどは、内容に応じて、区福祉

保健センター等で相談に応じておりますので、引き続き周知をしてまいります。 

（３）経済的困難を抱えた子育て世代に対応する職員体制を強化すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）経済的困難を抱えた子育て世代に関する相談支援等については、内容に

応じて、区福祉保健センター等で対応しておりますが、引き続き適正な職員体制の確保に

ついて検討していきます。 

（４）いわゆる「子ども食堂」などの子どもの居場所づくりをする団体に対して、存在の

周知をはじめ、支援を強めること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局） 地域の取組は、内容や担い手など多種多様であり、個別のニーズに合

わせたきめ細かで総合的な支援を行うため、平成 29 年度は、いわゆる「子ども食堂」等の
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地域の取組の創設・継続を支援するモデル事業を２区で実施します。 

 地域支援の実績のある区社会福祉協議会を相談窓口とし、助成制度や地域人材の情報を

提供するなどの活動支援を行い、効果的な支援方策を検討します。 

 

２．放課後児童クラブ 

（１）低所得世帯への減免の引き上げ、家賃、指導員の処遇改善などに充当できるよう

に、放課後児童クラブへの運営費補助金を大幅に増額し、放課後キッズクラブとの保護

者負担の平準化を図ること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）放課後児童クラブは、留守家庭児童のための事業で、国の補助制度の「運

営費の２分の１は保護者が負担する」という考え方に基づき、本市が運営費を補助してお

り、その上で各クラブが独自に料金を設定しています。 

 一方、放課後キッズクラブには、すべての児童の遊び場としての役割があり、ここは実

費を除き保護者負担を求めないとされています。 

 なお、本市では、生活保護世帯と市民税所得割非課税世帯に減免を行っているクラブに

対し、対象となる児童 1 人につき月 2,500 円の保護者負担減免補助を行っており、家賃に

ついては、国の制度にはない本市独自の補助項目として月額 15 万円を上限に全額補助し

ています。 

 処遇改善については、平成 28年度から、放課後児童クラブの基本開所時間を 19 時まで

に延長するとともに、国の「放課後児童支援員等処遇改善等事業」を活用し、常勤職員の

処遇改善のための費用を、全額公費負担で基本補助額に計上しました。 

 また、平成 29 年度予算（案）では、国の新規事業を活用し、放課後児童支援員の勤続年

数や研修実績等に応じた処遇改善を図るための費用を全額公費負担で予算計上していま

す。 

（２）すべての放課後児童クラブで少なくとも常勤職員２名、非常勤職員１名が配置でき

るように、運営費補助金を増額すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）国の定める職員配置基準は、おおむね 40 人以下の児童を１つの支援の

単位とし、支援の単位ごとに、放課後児童支援員を２名以上配置することとなっています。 

 この放課後児童支援員については、国の補助制度が非常勤職員の配置を前提としている

のに対し、本市では、支援の単位ごとに常勤職員の配置が行われるよう基本補助額を算定

しています。 

（３）子ども子育て支援事業計画の「分割・移転の促進」を、市の責任と負担で計画的に

進めること。区役所に、放課後児童クラブ専任の担当部署を設置すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）[市民局]放課後児童クラブに対しては、地域の事情や参加児童数等に応

じて自主的で柔軟な運営ができるように、運営費の補助を行っています。その活動場所に

ついても、各クラブの実情に応じ、運営主体に用意していただくものと考えています。条



 

 

 

-３１- 

 

例基準を満たす分割・移転につきましても、本市では補助制度を設けています。 

 また、平成 27 年度からは区こども家庭支援課の体制を強化し、分割・移転が必要なクラ

ブの意向を確認し、把握した課題を区局で共有するとともに、物件探しに協力するなど支

援しています。 

 

３．保育所等 

（１）保育料を大幅に引き下げること。 

＜回答＞（こども青少年局）本市では、今後も保育所運営費の増大が見込まれる一方で、財

政状況は厳しい状況が続いており、安定的な保育所等の運営を継続するためにも、財源の

確保が必要となっています。 

 こうした状況を踏まえ、安定的な保育サービスの提供と、負担の公平性を確保する観点

から、所得に応じた応分の負担をしていただく必要があると考えています。 

（２）認可保育所入所希望者が、年度途中入所を含めて全員入所できるよう、引き続き認可

保育所増設による定員増を行うこと。定員枠弾力化や定員外入所は行わないこと。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）待機児童の解消に向け、既存の保育資源を最大限活用するとともに、地

域の状況を分析しながら、保育ニーズに応じて必要な施設・事業の整備を行い、受け入れ

枠の拡大を図っていきます。 

（３）市立保育所 84 園を 54 園にする民間移管計画は撤回し、全園存続すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）現在運営している市立保育所のうち、54 園を「ネットワーク事務局園」

として指定し、それ以外の市立保育所については、民間移管等の対象として、36 年４月を

もってすべての移管を完了する事業計画を策定しています。 

 このことについては平成 26 年９月及び 27 年２月に市会でご報告しています。 

（４）保育士処遇改善助成をさらに増額し、給与改善を図ること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度が施行され、保育士の確保

や保育の質の向上について、国の公定価格に処遇改善等加算が含まれました。平成 29年度

は公定価格において、保育士等を対象とした２％の処遇改善に加え、経験年数や研修の受

講状況に応じた追加的な処遇改善を実施します。そのため、本市が先行して実施していた

平均勤続年数に応じた処遇改善については、国制度に転換します。保育士がより一層自信

と誇りを持って長く働くことができるよう、引き続き保育士の処遇改善に努めてまいりま

す。 

 なお、園職員一人ひとりにお支払いする賃金については、雇用主と被雇用者の間で決め

られるものであり、処遇改善の制度の中での対応をお願いしているところです。 

（５）保育士の有給休暇取得や週休２日、残業をなくすなど労働条件を改善するために、

保育士のさらなる加配ができるよう、国の基準を超えて職員を配置するための助成を増

額すること。 
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＜回答＞ 

（こども青少年局）本市では、国の基準に上乗せした保育士の配置を求めており、市の配置

基準を満たすための助成を行っています。また、市の配置基準を超えて保育士を雇用して

いる場合についても、代休などのローテーションに必要な保育士を雇用する経費として、

各施設の規模や利用児童数に応じた代休代替職員雇用費を助成しています。 

（６）市立保育所の民間移管の際に一定の経験年数を有する保育士の配置を要件としてい

るように、全ての私立保育所に同様の保育士配置基準を設け、保育の質を確保するこ

と。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）現時点では、私立保育所の保育士配置における経験年数の基準について

は、設けることは想定しておりませんが、研修の実施など、保育の質の向上に努めてまい

ります。 

 なお、新規に認可保育所を開設する場合においては、一定の経験年数がある職員を配置

させることや、施設長・主任保育士について保育士資格や一定の経験を有することを求め

るなど、保育の質の確保に向けた取組を行っています。 

（７）保育士の確保および処遇改善や若者の雇用促進ともなる、保育士個人への家賃補助

を設けること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）国の補助メニューを活用し、保育士確保に効果的な事業として「保育士

宿舎借り上げ支援事業」を実施しており、雇用する保育士向けに宿舎を用意した事業者に

対する経費助成を行っています。 

（８）女性医師・看護師の職場復帰支援ともなる病院内保育室の整備を進めること。院内

保育室では、勤務実態にあった早朝・夜間保育、病児・病後児保育などを行うととも

に、非常勤職員のこどもも対象に含めること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）病院内に設置する事業所内保育施設については、設備等の基準を満たし、

0 歳から 2 歳までの従業員及び地域の子どもを受け入れる場合に、子ども・子育て支援新

制度の事業所内保育事業として運営することができます。 

 事業所内保育事業として、本市の認可を受けた施設は、地域型保育給付の対象となるた

め、運営費などの助成を行っています。 

 また、平成 28 年 4 月からは内閣府主導の企業主導型保育事業も新たに開始され、0歳か

ら 5歳までの従業員の子どもを受け入れることができます。なお、地域の子どもの受け入

れについては任意です。さらに、延長・夜間、土日の保育、病児保育、短時間のみの利用

など、多様な就労形態に対応した保育サービスの提供が可能となっており、認可施設並み

の整備費及び運営費の助成を行っています。 

 事業所内保育事業だけでなく、企業主導型保育事業についても、事業者からの相談に応

じていきます。 

（９）保育給付費の目的外使用については、国の通知を超えた市独自の規制を設けるこ
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と。また、監査体制を厚くすること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）国の通知に示された統一的な取扱いに基づき、委託費の目的外使用を実

施してまいります。 

（10）保育園健診の研修、予防接種実施調査などが充実するよう、医師会への保育園児保

健医療推進補助金を増額すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）横浜市医師会保育園医部会は、本市保育行政の中で、重要な役割を担っ

ていただいていると認識しています。 

 本市の非常に厳しい財政状況の中で、補助金の増額は困難ですが、引き続き、補助して

まいります。 

（11）給付費の概算払いを、実施すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）新制度では、児童一人ひとり、個人への給付費を毎月支払うこととなり

ました。給付費を月内に支払うために概算払いとした場合には、当月の実績に基づく加算

等があるため、全児童の請求と精算の２回の事務を行う必要があり、事業者の事務負担は

膨大なものとなります。 

 以上のことから、システムを導入し、効率化を図るとともに、各月一度の請求で済む、

実績に基づく確定払いとしています。請求事務全体を概算払いに変更することは困難です

が、確定払いになったことにより運営が困難になった施設があれば、引き続き、個別相談

に応じる等のきめ細かい対応をしてまいります。 

（12）保育所の設置環境については、子どもの心身の健全な発達のために、建築基準法令

だけではなく、学校施設にならい、日照、騒音、振動等の環境基準を設けること。鉄道

や道路の高架下、ビルの高層階での設置は認めないこと。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）保育所については、建築基準法令の中で換気、採光、ホルムアルデヒド

に関する基準が規定されており、その基準を遵守してまいります。これとは別に独自の基

準を定める予定はありません。  

 

４．認可外保育所 

（１）横浜保育室制度を条例に位置づけ、基本助成費と補助金を増額すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）横浜保育室事業は条例化の予定はありませんが、市独自の制度として

位置付け、補助しています。また、運営に関する補助金の増額については、難しい状況

です。 

（２）横浜保育室入所にあたり、川崎市在住の場合には川崎市との協定により補助金を受

けているように、他市とも協定を結んで補助金を受けられるようにすること。 
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＜回答＞ 

（こども青少年局）川崎市との待機児童対策に関する連携協定に基づき、平成 27 年 4 月よ

り、両市の相互利用が可能となりました。現時点において、隣接する他都市と、新たに

連携協定を締結する予定はございませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 

（３）保育士雇用対策費は、認可保育所への移行計画のない施設も対象にすること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）保育士雇用対策費は、認可移行計画の申請をしていなくても、要件を満

たしている施設に対しては助成を行っています。 

（４）家庭的保育事業について、給食提供のための調理設備補助を増額すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）家庭的保育事業については、自園調理による給食提供を開始するにあた

り、調理設備改修費・手洗設備設置費、冷蔵庫・調理器具・食器等の備品購入費について

補助を行っています。 

 なお、補助額を増額する予定はありません。 

 

５．障害児支援 

（１）放課後等デイサービス事業に関するガイドラインを見直し、同性介助ができる職員

体制、運営費の目的外使用の規制などを盛り込むこと。見直しの際には、特に中学生・

高校生の放課後の生活実態・ニーズを調査し、必要な事業を盛り込むこと。また、ガイ

ドラインの存在を保護者に周知すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）横浜市では、国のガイドラインの内容に準じ、本市の実情を踏まえてわ

かりやすくお伝えするための手引きという位置づけで、横浜版放課後等デイサービスガイ

ドラインを 28 年 3 月に作成しました。28 年 3月の事業所集団指導で周知・指導したほか、

市ホームページに掲載し、保護者向けにも周知しています。今後も、必要に応じて内容の

見直しをするなど、よりよい支援につながるように努めてまいります。 

（２）発達障害のある中・高生の学校生活・放課後生活を市が責任をもって支援するこ

と。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）中学・高校生年代については、市内３か所の学齢後期障害児支援事業所

において、医師による診療、ケースワーカーによる相談、学校など関係機関との調整など

の支援を実施していますが、これからも事業の拡充を検討するなど、支援の充実に努めて

いきます。また、放課後等デイサービス事業所においても、中高生年代の受入れについて、

本市としても運営法人に働きかけてまいります。 

（３）地域療育センターにおける専門職を増やし、保育所幼稚園巡回指導・小学校訪問教

職員研修の回数をさらに増やすこと。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）地域療育センターが行っている保育所、幼稚園への巡回訪問及び小学
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校への訪問・職員研修（技術支援）については、支援を必要とする保育所やクラスの増

加に伴い希望が多くなっています。 

 特に利用児童が増加している東部センターについては、ソーシャルワーカーの体制の

充実を図り、それ以外のセンターについても、近くにある保育所、幼稚園を続けて訪問

するなどの工夫を図ることで、回数の確保を図ってまいります。 

 

６．児童虐待・育児不安への対策等 

（１）児童虐待相談件数が 2015年度は 5,470 件と前年度より増え、深刻となっている。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、児童相談所を増設すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）平成 29 年度は 12 名を増員し、執行体制の強化を行います。 

 今後も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。 

（２）区福祉保健センターに、児童相談所勤務経験のある社会福祉士を増員し、研修を含

め児童虐待対応を強化すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）区福祉保健センターの虐待対応調整チーム職員に対しては、虐待対応の

専門研修、派遣研修、担当者会議などの実施を通して、児童虐待対応の知識、技術を習得・

向上させ、対応力を強化しています。 

（３）乳幼児健診の際に虐待や経済的困窮が疑われるケースに対して、保護者に寄り添っ

た対応が実際にできるように、専門職の体制を厚くすること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）乳幼児健診の際に、養育上の課題を把握した場合、信頼関係を築きなが

らその家庭の状況確認を行い、必要な支援に繋げています。 

（４）現在、14 回分となっている妊婦健診の補助券枚数を増やすこと。さらに、産褥(産

後)１か月健診の費用も補助すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）母子の健康を守り、安心安全な出産を支援するため、「妊婦に対する健

康診査についての望ましい基準」(平成 27年３月 31日厚生労働省告示第 226号)に基づき、

14 回分の妊婦健康診査費用補助券を交付しています。厳しい財政状況を踏まえ 14 回分の

補助を引き続き実施し、受診勧奨に努めてまいります。 

 産婦健診につきましては、29年度から心身の状況確認のため、産後２週間及び１か月健

診の助成を実施します。 

（５）不育症に対する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、

現在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
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えていませんが、引き続き国の動向を注視していきます。 

 なお、原因不明の流産を繰り返す不育症の方は、何も治療をしなくても次回の妊娠で子

どもを得る確立が高いことが明らかになっているため、区福祉保健センターでの女性の健

康相談や医師等による不妊不育専門相談を実施しています。 

 

７．引きこもりの若者の自立支援 

（１）引きこもりの若者の自立支援に対応するため、区役所に専門部署を設置し、区役所

と青少年相談センターや地域ユースプラザ等自立支援専門機関との連携を強化するこ

と。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）[市民局] ひきこもりの若者の自立支援については、青少年相談センタ

ーや４つの地域ユースプラザ等の自立支援機関が支援を行っていますが、地域に身近な区

役所での対応も重要であると考えております。次年度からは、新たに地域ユースプラザ職

員を区役所に派遣して定期的な専門相談を実施するなど、連携の強化に取り組みます。 

（２）地域ユースプラザを全区に設置する計画を策定すること。 

＜回答＞（こども青少年局） 地域ユースプラザは、困難を抱えた若者支援の専門機関とし

て４方面での設置計画が完了しております。現在のところ 18 区に設置することは考えて

いませんが、区民の方がより身近な場所で相談できるよう、新たに地域ユースプラザ職員

を区役所に派遣して定期的な専門相談を実施します。 

（３）不登校・引きこもり等支援の自主運営サークルを市の事業として位置づけ、居場所

の家賃補助などの支援を行うこと。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）不登校・引きこもり等支援の自主運営サークルを市の事業として位置づ

け、居場所の活動費補助を創設することは困難です。 

（４）地域ユースプラザ事業で引きこもりの若者を支援するために育成した応援パートナ

ーの養成・派遣を継続すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）応援パートナーの養成・派遣については、地域ユースプラザ事業の１つ

と位置付け、応援パートナーが地域で困難を抱える若者をサポートしていけるよう、引き

続き支援してまいります。 

（５）引きこもりを生まない対策として、不登校の子どもの居場所づくり、高校中退者へ

のアウトリーチ、就労につまずいた人への支援などを実効性のあるものに、引き続き充

実させること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）平成 23 年 1 月に改訂した「不登校対策アクションプラン」に基づき、

横浜教育支援センター（ハートフルスペース、ハートフルルーム等）の充実をはじめ、平

成 15 年より続いている民間教育施設等との連絡会（横浜子ども支援協議会との連絡会）を
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定期的に開催し、連携の充実を図り、不登校の子どもが安心できる居場所づくりについて

検討してまいります。 

（こども青少年局）（下線部について回答）高校中退者へのアウトリーチに関し、若者サポ

ートステーションでは、中退者や卒業後の就労が困難な生徒を多く抱える高校と連携し、

学校への訪問による相談支援を行っています。課題を抱える生徒が相談支援機関とのつな

がりを作ることにより、中退した場合でも必要な支援に円滑に繋がるよう取り組んでいま

す。 

（経済局）（二重下線部について回答）横浜市就職サポートセンターでは、市内在住・在学

の就職を希望する 18 歳以上 39歳以下の若年者を対象とした、インターンシッププログラ

ムを実施しています。 

（６）不登校の子どもの定期健康診断の費用を全額補助すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）定期健康診断は、学校保健安全法の規定に基づき各学校で行うことと

なっており、なるべく多くの子どもたちが受けられるよう配慮しています。現在のところ、

不登校の子どもなどが地域の医療機関などで健診を受ける場合は、無料とすることは困難

であるものと考えます。 

 

８．青少年を育む地域の環境づくり 

（１）「青少年の地域活動拠点」の機能を拡充するとともに、設置期限を設けた全区設置計

画を策定すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）地域活動拠点で実施する交流や体験活動をより一層充実していくため、

地域の各団体や学校等との連携を進めます。 

 また、未設置区との協議を進め、区のニーズに応じた拠点を実施できるよう取り組んで

まいります。 

（２）青少年交流センターの跡地利用にあたっては、土地を売却することなく、青少年向

け事業に再活用すること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）青少年交流センターの後利用については、現在、関係部局とともに検討

を進めています。平成 28 年３月にサウンディング型市場調査を実施し、民間事業者から広

くアイディアをいただき、６月に結果概要を公表しました。今後も引き続き事業手法等に

ついて検討を実施していきます。 

 

９．原発事故による放射線被害への対応 

（１）保育施設に保管されている放射能汚染物質や園庭に埋設した放射能汚染物質を、長

期休暇まで待つことなく、土日などの休日を利用して一刻も早く園外に移動すること  

＜回答＞                                   

（こども青少年局）北部汚泥資源化センターへ移動する除去土壌については、移動先の建
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設工事が完了後、学校の春休み以降に移動する予定です。また、空間放射線量の測定結果

が本市の定める目安を下回る除去土壌については、原則として施設敷地内に埋め戻すとい

う本市放射線対策本部の方針に基づき埋設処理を実施しています。その際、埋設処理をし

た箇所の空間放射線量については、他の場所と変わらないことを確認しているため、既に

埋設処理を実施した除去土壌を移動する予定はありません。 

 

【健康福祉局】 

１．国民健康保険 

（１）国民健康保険に対する国庫負担増の要望を、政令市の要望書だけでなく、市としても

国に対して強く行うこと。また、本市としても市民の高すぎる保険料を軽減するために、

一般会計を繰り入れるなどの必要な手立てをとること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）国庫負担割合の引き上げについては、政令市以外の全国市長会などにおいて

も要望しています。また、今後の一般会計の繰り入れのあり方については、30 年度からの

国保都道府県単位化に向けての国、県の動向を注視し、検討していきます。 

（２）市民の受療権を保障する立場で、医療機関窓口で 10 割負担となる資格証明証は、引

き続き交付しないこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）資格証の発行対象者は、１年以上未納が続いてる方のうち、資力があるにも

かかわらず再三の催告にも応じず、納付する意思を見せない方に絞り込んでいます。 

（３）法定減免に加えて、低・中所得者向けの恒久的な保険料の減免制度を設けること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）低・中所得者向けの恒久的な保険料の減免制度の実施については、厳しい本

市の財政状況等から困難と考えております。  

 また、減免制度の見直しについては、保険料負担の公平性の観点等を踏まえ、慎重な議

論が必要です。引き続き、区役所における納付相談等を通じて個々の状況に応じ、きめ細

やかに対応してまいります。 

（４）保険料滞納者に対して、分納の合意をしているにも関わらず突如一括返済を求める事

例が多発している。このような生活を破壊する強行的な差押えは行わないこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）お約束どおり分納していただいている場合でも財産調査を行い、調査の結

果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合には、差押えを行うことがあり

ます。そのことは、分納のお約束をしていただくときに、区役所の窓口でチラシをお渡

ししながらご説明しています。なお、差押え処分にあたっては、生活維持等の観点も踏

まえながら、滞納世帯ごとの資産の有無についてしっかりと見極めて判断します。  

２．高齢者・介護施策 

（１）高すぎる介護保険料について、市民の生活実態を把握したうえで、一般会計から繰り

入れるなど、保険料を引き下げるための抜本的な対応策をとること。 
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＜回答＞ 

（健康福祉局）65 歳以上の介護保険第１号被保険者に対する６期介護保険料(平成 27～29 年

度)については、高齢者の伸びを上回る介護保険サービス利用者数や要介護認定者数の増

加などにより引き上げましたが、保険料上昇を可能な限り高齢者世代内で負担の公平化を

図っていくために、介護保険法の改正により、世帯非課税の低所得者の保険料の軽減割合

の拡大、一定以上の所得のある第１号被保険者の利用者負担を引上げなどの改正が行われ

ました。 

  なお、一般会計からの繰り入れは、介護保険の制度上で想定されていません。 

（２）「介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）」について、利用者が必要なサ

ービスを使えるように、サービスの量と質の確保に市として責任を持つこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）総合事業により、従来の介護予防の訪問介護と通所介護が総合事業に移行し

ましたが、既にサービスを利用している方も含め、必要な方には引き続き同様のサービス

をご利用いただくことが可能です。 

 介護予防・生活支援サービス事業においても、介護保険給付と同様に、サービスの量や

質を確保するとともに、事業が適正に維持できるよう留意しながら、多様なサービスの充

実を図ります。 

 引き続き、利用者が安心して必要なサービスを受けられるよう、留意してまいります。 

（３）サービスの質の確保のために報酬単価の切り下げは行わず、必要な専門職種の配置を

認めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）従来の予防給付サービスと同等のサービスである、「横浜市訪問介護相当サ

ービス」及び「横浜市通所介護相当サービス」については、報酬単価の変更は行っており

ません。 

（４）基本チェックリストの実施でサービス利用を抑制することがないようにすること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）基本チェックリストの実施によりサービス利用の抑制を行うことはありませ

ん。 

（５）総合事業の本格実施以降も、認定更新の申請者だけでなく、新規申請の要支援者につ

いても現行相当のサービスを継続すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）要支援認定を受けた時期にかかわらず、介護予防ケアマネジメントにより必

要と認められる方については、従来の予防給付サービスと同等のサービスである「横浜市

訪問介護相当サービス」「横浜市通所介護相当サービス」をご利用いただけます。 

（６）通所デイサービスで基準緩和を導入しなかったように、訪問型サービスでも基準緩和

Ａ型の導入を見送ること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）必ずしも専門的なサービスが必要でない方に生活援助を行えるようにするた
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め、介護予防訪問介護よりも人員等の基準を緩和した「横浜市訪問型生活援助サービス」

を平成 28 年 10 月から導入しています。 

（７）特別養護老人ホームの増設については、概ね１年以内に入所することを基準にした現

行計画を、概ね半年に見直すこと。また、減らしたショートステイも、その必要性にかん

がみて、必要量を確保できるよう対策をとること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）特別養護老人ホームの整備水準については、来年度第７期高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画を策定する中で検討してまいります。 

  また、ショートステイの本入所転換については、需要に影響のない範囲内での転換とし

ておりますが、今後も稼働率等を注視していきます。 

（８）低所得者・高齢者向けの住まいを確保すること。特に、特別養護老人ホームの入所対

象から外される「要介護１・２」の人が、低所得でも入居できる施設を整備すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局） 低所得の高齢者向け施設・住まいとして、引き続き福祉施策と住宅施策が

連携して高齢者の居住の安定確保を進めていきます。 

（９）介護利用料の減免制度を拡充し、低所得者の負担を軽減すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）介護サービスの利用料については、利用者の世帯の収入等に応じて、高額介

護サービス費による利用料の一部払い戻しや、補足給付による施設サービス利用時の部屋

代や食費の軽減などの軽減措置が設けられており、本市としては、従来から低所得者向け

制度の拡充について国に要望してきたところです。 

 これに加えて、本市では、独自制度として、所得が低く資産も少ない方を対象に、「介

護サービス自己負担助成制度」を設けており、在宅サービスの利用者負担、認知症高齢者

グループホームの利用者負担、家賃、食費、光熱水費及び特別養護老人ホーム等の個室ユ

ニット型施設の居住費負担分の一部助成を実施しています。 

（10）養護老人ホームについて、現行の再整備計画にとどまらず、増設すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）養護老人ホームについては、老朽化した公立施設の再整備を着実に進めます。 

（11）補足給付の申請に対して、生活保護申請のように預金通帳の写しや同意書などを一律

に求めないこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局） 申請の際に預金通帳等の写しや同意書を求めないことについては、介護保

険法施行規則において、申請書に添付しなければならない旨の規定がされているため困難

です。 

（12）現行のデイサービスを利用して宿泊することができる「お泊りデイサービス」におい

て、劣悪な環境が散見される。抜本的にはこのサービスを使わなくてもすむように、低所

得でも安心して住める老後の住まいを提供すること。 
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＜回答＞ 

（健康福祉局） 低所得の高齢者向け施設・住まいとして、引き続き福祉施策と住宅施策が

連携して高齢者の居住の安定確保を進めていきます。 

（建築局）（下線部について回答）本市では市営住宅の他、60 歳以上の世帯を入居対象とし

た、高齢者向け優良賃貸住宅事業を行っております。 

 民間事業者が整備した住宅に対して、本市が認定を行い、整備費や入居された方の家賃に

対して補助を行う事業です。 

  住戸内の全面バリアフリー化や、居室内に緊急通報装置を備えた住宅となっており、今

後も民間事業者への周知を図ることで供給の促進に努めて参ります。 

（13）今後、介護保険の改悪が懸念されるが、これ以上のサービス低下にならないように国

に対して要望を続けること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）国における制度改正の動向を注視し、必要に応じて国に働きかけています。 

（14）介護職の抜本的な処遇改善を国に求めるとともに、市としても何らかの処遇改善施

策を実施すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）介護職員の処遇改善については、これまでも国に対して要望を行ってきまし

た。また、介護職員の処遇改善に向けた事業を本市独自に行うことは、多くの市費を投入

する必要があり困難であることから、今後とも、国の動向について注視していきたいと考

えます。 

（15）介護の人材不足を解消するために、外国人活用や無資格者の活用ではなく、処遇改善

と質向上につながるような専門職種の育成を、市として行うこと。また、介護人材の需要

計画を策定・実施すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）現在、介護人材確保策として、介護職員初任者研修を無料で受講し、就労に

繋げる本市独自事業を実施しています。専門職種の育成や質の向上に向けた取り組みにつ

いては、新規・更新指定を行う地域密着型サービス事業所を対象とした質の向上セミナー

の受講を必修としているほかに、事業者連絡会との協働による研修会等を実施しています。

今後は、質の向上には欠かせない介護職員の定着促進に向けた取組についても検討してい

きます。 

 国の需給計画に基づき、県と連携して効果的な事業を実施していきます。 

 

３．後期高齢者医療制度 

（１）保険料の引き下げを市として広域連合に求めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）保険料は、保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合が決定するため、

保険料決定までの動向を注視していきます。 

（２）後期高齢者医療制度での短期保険証の発行はやめること。 
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＜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、医療の

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。 

（３）後期高齢者医療制度は廃止して、当面もとの老人保健制度に戻した上で、新たな医療

制度の構築を図るように、国に対して働きかけること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）国において、持続可能な制度となるように高額療養費等の見直しが検討され

ているため、国の動向を注視していきます。 

 

４．障害者施策 

（１）障害者の当事者や家族の団体などの公的な役割をかんがみ、市として、それらの各団

体の案内を積極的に行い、団体と当事者・家族をつなげる役割を果たすこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）障害当事者やご家族で構成される団体の重要性は認識しており、障害者団体

への委託事業として実施している社会参加推進センターから、各団体の紹介冊子「こころ

と手をつなぐ」を発行しています。当事者やご家族を各団体につなげることなどを目的に、

各区役所窓口で「障害福祉のあんない」とともに配布しています。 

（２）障害者が生活保護を受けることなく生活できるように、障害者基礎年金の引き上げを

国に求めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局） 公的年金の支給額については、財源も含め、給付と負担の公平性や長期的

な持続可能性の観点から、国の施策として検討されるものと考えます。 

 なお、本市としても、国に対し、政令指定都市国保・年金主管部課長会議を通し、負担

とのバランスを図りつつも公的年金制度そのものが高齢者や障害者の生活を安心して支

えるものとなるよう、老齢基礎年金等の支給額の改善について要望しているところです。 

（３）障害者の自主製品の常設売店を拡充するために、地域活動支援センターに加えて他の

市施設などの公的スペースを使えるようにすること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）自主製品の展示や販売を行う場は、市内の区庁舎やケアプラザなどにあり、

今後も販売の場が増えていくよう、引き続き開拓してまいります。 

（４）福祉パスを無料に戻すこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）福祉パスの利用者負担金導入の背景としては、近年、福祉パスの交付枚数の

伸びに伴い、予算の大幅な増加傾向が続いており、また実態として福祉パスを交付されて

も利用しない方が一定数いることや、精神障害者手帳は全ての等級を交付対象としている

一方で、軽度の知的障害者である愛の手帳Ｂ２は交付対象から外れている、といった課題

がありました。 
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 それを受け、「制度の安定性・持続性」と「サービスの拡充」のバランスを重視し、利

用者負担金を導入することで、利用頻度が低い方にご遠慮いただき、交通事業者への市費

負担金の基準となる交付枚数の適正化につなげるとともに、愛の手帳Ｂ２所持者にも福祉

パスの交付対象を拡大することとしました。 

 このような状況から、福祉パスを無料に戻すことは困難です。 

（５）ＵＤタクシーの導入を予定通り進めること。また、ＵＤタクシーが普通のタクシーと

同料金であることや障害者でなくても利用できることなどを市民に広報し、利用促進に努

めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）引き続き、ＵＤタクシーの導入促進に向けて、広報等も含め、タクシー事業

者等と連携して進めていきます。 

（６）高齢期に障害となった人がその時点で資産形成しているとは限らないため、65 歳以上

で障害手帳を交付された人にも福祉タクシー券を交付すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）今後ともタクシー料金助成制度を存続させるため、65 歳以上で身体障害者手

帳を取得した方へのタクシー料金助成を実施する予定は現時点ではありません。 

（７）地域活動支援センター・グループホームなど福祉施設職員の待遇改善のための独自施

策に、さらに取り組むこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）地域活動支援センターについては、平成 22 年度に運営費の単価を増額して

おり、拡充は厳しい状況です。 

 障害者総合支援法で定める障害者グループホームの人件費は、サービス提供に伴い算定

される自立支援給付費で賄うこととされていますが、横浜市では障害者総合支援法に規定

するグループホームに対し自立支援給付費に加えて直接人件費等を補助しており、グルー

プホーム運営の安定を図っています。 

（８）障害者支援団体への育成補助金を増額すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局） 団体支援の重要性については認識しており、引き続き、その活動への助成

を行ってまいりますが、厳しい財政状況から、予算増額は困難です。 

（９）精神障害者支援医療ソーシャルワーカーが対象疾病者数に対してあまりにも少なすぎ

る。生活支援センター任せにせず、区福祉保健センターに同ソーシャルワーカーを増員す

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は、各区内の民

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精神保健福祉施策に

取り組んでいます。こうした状況も踏まえ、区福祉保健センターへの配置については、各

区の実情に合わせた執行体制としています。 

（10）精神保健福祉課を再整備し、精神障害者の医療・保健・福祉対策に関して一体的に責
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任ある体制をつくること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）精神保健福祉業務の体制づくりについて、今後検討を進めてまいります。 

（11）自立生活アシスタント事業の対象を、単身者に限定することなく、支援が必要な障害

者に拡充すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）自立生活アシスタント事業では、単身者に限定せず、同居されている家族か

らの支援を得られにくい方も対象としており、将来的に自立を希望する方も利用されてい

ます。国の動向等も注視しながら、引き続き支援内容の充実などについて、検討していき

ます。 

（12）医療機関と結びついていない精神障害者に対して粘り強い訪問・支援を行っている支

援団体等に対して、市独自の補助金を交付すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）精神疾患がある方を適切な医療につなげるための取組として、各福祉保健セ

ンターに精神保健福祉の相談員を配置し、医師と連携しながら、疾患を抱える方とその家

族の面接や、ご家庭への訪問を行っています。今後については、各福祉保健センターの状

況やその他の団体等の状況を把握しながら、引き続き取組の充実を図っていきます。 

（13）精神障害者の相談支援体制の中核になる生活支援センターの相談支援機能を拡充し、

センターの機能格差(Ａ型Ｂ型)を至急解消すること。また、各種リハビリプログラムや生

活訓練を実施し、センターの機能に加えること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）制度開始から約 17 年間が経過し、精神障害のある方のための拠点施設とし

て、今後のあり方を改めて整理する必要性があると考えていますが、検討の形式及び時期

等については今後検討していきます。 

（14）精神障害者の多機能型地域生活拠点の整備を促進すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）地域における精神障害者の拠点として、精神障害者生活支援センターが各区

に１館整備されているところですが、国で掲げる障害者の地域生活を支援する機能の集約

等を行う拠点（地域生活支援拠点）については、精神障害者生活支援センターを含む既存

の施設を活用するなど、手法も含めて検討していきます。 

（15）働く精神障害者のために、精神障害者の職場定着支援策の充実・強化を図ること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）障害者の安定した就労を支えるには、就労後の定着支援が重要だと認識して

います。就労支援センターについては、27年度に増員を講じましたが、今後も他の支援機

関との連携を進めます。 

 また、総合支援法の就労系障害福祉サービス事業所についても、当該事業所のみが、定

着支援の責務を果たすのではなく、他の社会資源との連携により障害者支援や支援体制の

円滑な引き継ぎを行うことで、定着支援を図ることが必要であると考えます。 
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 なお、横浜市独自の報酬等は困難ですので、ご理解くださるようお願いします。 

 今後も、障害福祉サービス事業所等と就労支援センターとの役割分担及び連携強化に努

めていきます。 

（16）重度障害者医療費助成制度は、県基準にとどまらず、相模原市や藤沢市にように精神

障害者１級の入院と２級の通院・入院にも適用すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）平成 25 年 10 月１日より、精神障害１級の方を助成対象（通院費のみ）とし

ました。 

 精神障害２級への適用は、バランス上、他の障害区分においても中程度の区分への拡大

を伴い、大幅な対象者増となるため、厳しい財政状況の中、実施は困難です。入院医療費

の取扱いは、引き続き県の動向を見極めていきます。 

（17）精神障害者の救急医療体制について、必要に応じて夜間にも速やかに入院できるよう

に拡充すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）県、川崎市、相模原市と四県市協調で精神科救急情報窓口を設置し、精神症

状の悪化の際に必要に応じて、夜間・深夜帯であっても精神科医療機関を紹介を行ってお

ります。29 年度には夜間・深夜帯において受入れ病床の拡充をおこなっていきます。 

（18）精神障害者に対して２年に一度の診断書提出が義務付けられているが、他障害では無

料となっている医師の診断書が精神障害だけ有料とされている。この不合理な待遇の改善

を図り、診断書を無料とするよう国に求めるとともに、国が実施するまで市として補助す

ること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）自立支援医療（精神通院医療）における医師診断書作成料については、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引き続

き国に向けて要望してまいります。 

（19）障害者差別解消法による合理的配慮の考え方から、JR 運賃や私鉄運賃・航空運賃・有

料道路料金などの割引を他障害者と同様に精神障害者にも行うことは当然であるため、そ

の実施を関係機関に引き続き働きかけること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）要望内容については、市域を超えた課題であるため、他都市と連携して働き

かけていくべきものと考えています。 

 引き続き、他都市と連携し、機会を捉えて関係機関に対して必要な働きかけを行ってい

きます。 

（20）入居に関する障害種別のニーズ調査を行い、入居施設計画を種別に策定すること。ま

た、障害者プランにおいて毎年 200 人分新設するグループホームに、精神障害者の枠をつ

くること。医療ケアや生活支援・高齢化対応などの機能の付いたグループホームの確保に

も取り組むこと。 
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＜回答＞ 

（健康福祉局）毎年新たに 200 人の方々にグループホームを利用していただけるよう、法人

が設置を希望するグループホームに対して、補助を行っています。利用者に対して、より

質の高いサービスを提供できる運営法人に新たなグループホームを設置していただきた

いという観点から、障害の種類による枠などを設けておりません。 

 また、入居者の高齢化に対応できるよう、平成 26 年度より実施している横浜市障害者グ

ループホーム高齢化対応モデル事業の実施状況等を踏まえ、今後も高齢化への対応を検討

していきます。 

（21）宿泊型自立訓練施設は、精神障害者が自立した日常生活ができるように訓練・支援を

受ける場として重要であるが、現在市内に３か所しかなく、体験入所も半年待ちの状態で

あるため、増設すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）障害福祉サービス事業所については、本市が運営主体となる形での整備の計

画はありません。宿泊型自立訓練施設に関しても同様です。今後も、宿泊型自立訓練を含

め、障害福祉サービス事業所の設置を希望する法人に対しては、その開設を適切に支援し

ていきます。 

（22）障害児・者の夜間や休日の相談体制を、地域活動ホーム任せにせず、基幹相談支援セ

ンターを早急に全区に設置し、「緊急時ホットライン」事業の早期整備を行うこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）平成 28 年４月より全区に基幹相談支援センターを整備し、24 時間 365 日の

連絡体制を確保し、緊急時の対応にお応えしています。 

（23）いわゆる「精神科特例」は明らかに低い医療人員水準であり合理的配慮に欠けている

ため、廃止するよう、市として国に求めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）ご要望の精神科特例に関しては横浜市として廃止を検討する立場にありませ

ん。ご理解のほどよろしくお願いします。 

（24）「横浜市こころの健康相談センター」を、市民から見て分かりやすく、アクセスしやす

い、低層階などの場所へ移転すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）今後、障害福祉部全体の課題として精神保健福祉体制について検討してまい

ります。本件もその一環として検討します。 

（25）ガイドボランティアの利用対象者範囲が拡大されたにも関わらずボランティア登録者

は増えていないため、ガイドボランティアを養成して支援対象者の増加に見合うボランテ

ィアの確保を行うこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）ガイドボランティア制度は、障害者の地域生活を支える重要な仕組みです。

ガイドボランティア養成研修を引き続き実施するとともに、移動情報センターを受託して
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いる区社会福祉協議会等と協力して、より一層ボランティアの発掘・育成に取り組んでい

きます。 

（26）ガイドボランティアへの奨励金は交通費実費も出ないような低水準であるため、減額

前の金額に戻すこと。また、ガイドヘルパーやガイドボランティアの同行援護中の交通費

を助成すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局） ガイドボランティア奨励金については、ボランティア活動という制度の趣

旨を踏まえて、平成 25 年 4月から現在の金額 500 円を設定しています。なお、ガイドボラ

ンティアの自宅から支援対象者の自宅までの間に交通費が発生する場合には、奨励金を

1,000 円としていますのでご理解下さい。 

 また、ガイド実施中に生じる交通費等の実費経費に対する助成については、本市の厳し

い財政状況の中、実施することは困難です。 

（27）福祉バス等の利用にあたってのガイドヘルパーの同行援護を、バスでの移動時間も含

めて全行程について、認めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）当事者団体等が主催する行事については団体の事業であるため、人件費を含

めて団体が費用負担をするべきと考えます。同行援護等は障害者個人の生活を支援するた

めのものであり、団体等の事業を支援するものではありません。 

 ただしガイドボランティア制度では、平成 25年度から余暇活動にも適用範囲を拡大し、

レクリエーションを目的とした観光バス、福祉バスによる外出についてもガイドボランテ

ィアの奨励金の対象としていますので、ご活用ください。 

（28）相模原市や座間市のように、障害者に対する自動車燃料給油券を発行すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局） 燃料費助成については、障害者ご本人が乗車した際の外出に利用されるこ

とが必要と考えていますが、利用の確認等をすることが困難であることや、制度の持続可

能性といった課題もあることから、慎重に検討する必要があると考えています。 

（29）電子歩行補助器(電子白杖)は、交通事故防止に非常に有用であるため、障害者日常用

具給付等事業の対象に加えること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）視覚障害者の方の事故に対する電子歩行補助機の有効性や、本市の財政状況

や各制度の役割も踏まえて慎重に検討する必要があると考えられ、現在のところ困難です。 

（30）パソコンやタブレット端末は、関連ソフトやアプリを入れることで、外出困難な障害

者の情報収集や、文字を書くことが困難な障害者の意思伝達手段、音声認識による会話の

文字化を可能とするなど、障害者に取って非常に有用であるが、障害者にとってはまだま

だ高価なため、障害者日常用具給付等事業の対象に加えること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）重度障害者（児）日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法に基づく事

業で、厚生労働省告示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、
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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。スマートフォンやタブレット端

末は一般に普及しており、汎用性が非常に高い商品であることから、日常生活用具の対象

とすることはできません。 

（31）ＷＨＯで定められている聴覚障害の基準は 40 ㏈であることを踏まえ、軽度難聴者へ

の補聴器交付を行うこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）補聴器については、障害者総合支援法の補装具費支給事業で対象種目となっ

ていますが、身体障害者手帳の取得に至らない聴覚障害の方への支給は対象となっていま

せん。 

（32）人工内耳を補装具費支給事業の対象に加えるよう国に働きかけるとともに、それが実

現するまで、市としての独自助成を行うこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）国への働きかけについては、21 大都市要望等を通じ、行ってまいります。財

政状況の厳しい中、市独自施策での対応は困難です。 

（33）パルオキシメーターは呼吸機能障害者が日常生活を送るにあたって欠かせないため、

現在障害３級まで認められている購入補助対象を全等級に広げること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）日常生活用具の給付対象は、原則として、障害の程度が重度の方としてきた

制度の経過があります。各品目の対象となる方の要件については適宜見直すことがありま

すが、当該の身体障害者手帳の認定基準の定義の主旨及び本市の財政状況を踏まえ、慎重

に検討する必要があると考えられ、現在のところ困難です。 

（34）手話言語法の制定に向けて、国に対して積極的に働きかけること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）手話言語法の制定については、全国市長会から国への提言の中で要請してい

ます。 

（35）各区役所の窓口において、視覚障害者への対応を充実させること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局、市民局）障害者差別解消法の施行に向けて、平成 28 年３月に合理的配慮と

なり得る具体例等を含む職員向けの対応要領を策定しました。窓口対応において、ご本人

の意向を確認し、障害に応じた配慮を行うことなどについて、引き続き職員への浸透を図

っていきます。 

（36）視覚障害者の就労支援について、専門機関と連携して機能の充実を図ること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）引き続き、就労支援センターで視覚障害の就労支援を適切に行えるよう、関

係機関と連携しつつ、人材育成に努めます。 

（37）重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業の対象に視覚障害者も加えること。 

 



 

 

 

-４９- 

 

＜回答＞ 

（健康福祉局）重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業は、意思の疎通が困難な障

害のある方が医療機関に入院した場合に、本人との意思疎通を十分に行うことができる支

援員を派遣し、円滑な医療行為が行えるよう支援することを目的として実施するものです。

そのため、制度対象となる方は知的障害、精神障害の他、主に四肢機能障害で身体障害者

手帳１級、２級の交付を受けている方であって意思疎通を円滑に図ることが困難な方とし

ています。 

 視覚障害を理由として入院前からサービス提供を行っていた支援員でなければ意思疎

通が困難ということは通常想定しにくいことから、本制度の対象とはなりません。 

（38）市のお知らせ文書の内容を視覚障害者が受け取れるようにすること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）視覚障害のある人の情報の保障に関する取組として、市民宛の通知について、

ご本人からの申出に基づき、点字等による媒体のものを提供する取組を推進していく予定

です。29 年度下半期からの開始に向けて準備を進め、実施可能な通知から順次進めていき

たいと考えています。 

（39）多目的トイレの設置を促進させること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）横浜市福祉のまちづくり条例では、官公署や福祉施設、病院、金融機関、300

㎡以上の店舗や公共交通機関の施設等の新設又は改修時にオストメイト対応トイレの設

置に努めることとされており、事前協議の際の指導により、整備が進むものと考えていま

す。今後も着実に整備が進むよう、指導していきます。 

（40）医療的ケアの必要な重症心身障害者の支援の場である多機能型拠点を、障害者プラン

に基づき、着実に整備すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）多機能型拠点整備事業については、本市において「横浜市中期４か年計画」

「第３期横浜市障害者プラン」で位置づけ、方面別に市内６か所に整備する計画です。 

 １館目が平成 24 年 10 月に栄区に開所し、２館目は平成 25 年 10 月に都筑区に開所しま

した。３館目については、生活介護事業の実施を必須として、瀬谷区に整備中で、29年４

月に開所予定です。 

 ４館目以降も、市有地の有効活用を原則に、国有地の利用も含めて、早期の整備に向け

て検討してまいります。 

 多機能型拠点は全国的にも先進的な試みであることから、既存の法定事業を活用するな

ど効率的な運営ができているか、また医療的ケアを必要とする方へのサービスは想定どお

り行き届いているかなど、先行２か所での運営状況の把握と検証を実施しながら、早急に

整備できるよう進めていきます。 

 今後も引き続き、医療的ケアを必要とする重症心身障害児者等とその家族が身近な地域

で安心して生活するための一助となるよう、着実かつ速やかな施設整備ができるよう努め

ます。 
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（41）重症心身障害や医療ケアに対応できる放課後等デイサービス事業所を増やす施策を講

じること。 

＜回答＞ 

（こども青少年局）重症心身障害児や医療ケア対応のできる放課後等デイサービス事業所は、

H29 年 1 月現在、５か所あります。事業所開設にあたっては法人から横浜市に事前に相談

をしていただくことになっており、その際はできるだけ事業所の少ない地域での開設をお

願いしています。  

（42）重症心身障害者が 18 歳を超えるとそれまで入所していた医療機関を出なくてはなら

ず、次の医療機関がなかなか見つからない状況である。重症心身障害児者が、年齢を問わ

ず、安心して暮らせるよう、地域の医療体制を構築すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）[こども青少年局] 港南区に新しい重症心身障害児者施設を整備し 28 年 6月

に開所しました。当施設では、診療所や短期入所の機能も併設し、入所者のみではなく在

宅の重症心身障害児者の方の地域での安心した生活を支援できる体制を整えています。子

どもから大人まで、幅広い年齢の重症心身障害児者の方を支援する施設となります。 

 

５．生活保護施策など 

（１）本市の生活保護での捕捉率を公表すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）調査の手法や内容についてなど課題があり、本市として捕捉率を捉えること

は困難と考えています。 

（２）ケースワーカーの担当業務および保護受給者の増加に対応し、保護受給者への援助を

充実にさせるため、ケースワーカーの増員を図ること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）本市におきましては、被保護世帯数の推移を見極めながら、毎年所要の人員

を配置しています。 

（３）引き下げられた住居費基準の改善を、国に対して求めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）平成 27 年７月の住宅扶助の見直しについては、厚生労働省の諮問機関であ

る社会保障審議会生活保護基準部会において、十分検証のうえ、厚生労働大臣が定めたも

のと理解しています。 

 なお、住宅扶助上限額が減額となる場合、一斉に実施されるものではなく、国の通知に

基づき、契約更新まで猶予するなど、最低限度の生活の維持に支障が生じないような経過

措置を設けるなど、適正に運用しています。 

（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、
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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にしております。 

（５）健康福祉局生活支援課に警察ＯＢを配置しないこと。少なくとも、引き続き、警察官

ＯＢを窓口業務へは配置しないこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）生活保護特別相談員は不正受給対策として業務を行っており、欺罔行為等の

犯罪に詳しい警察ＯＢを採用しています。配属先は健康福祉局生活支援課であり、区生活

支援課からの相談に対して、助言等の支援を行っています。窓口業務への配属は予定して

いません。 

（６）利用者に劣悪な生活を押し付け、囲い込んでしまう無料低額宿泊所からの転居につい

て、引き続き区として積極的に支援すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）入居者にとって劣悪な環境となっている状況がある場合には、入居者本人の

意向を踏まえ、転居について支援してまいります。 

（７）低所得者・要援護者に対する敬老パスと福祉パスは無料にすること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）生活保護費のうち生活扶助費には、日常生活における交通費も含まれていま

す。敬老特別乗車証の利用者負担金については最低限の負担としてご理解ください。なお、

介護保険料の減免を受けている方や障害のある方等の負担額は無料となっています。 

 福祉パスに係る利用者負担金の目的は、この制度を持続可能とするために、福祉パスを

使わない人に遠慮いただき、真に必要とされる方に積極的に外出していただくことにあり

ます。所得に応じて負担する考え方を導入した場合、対象者の多くが無料となり、本来の

目的である交付の適正化を図ることができなくなると考えています。 

 

６．その他の医療施策 

（１）小児医療費助成制度の対象年齢(通院)を中学３年生まで拡充するとともに所得制限を

撤廃すること。その際に、一部負担金などの自己負担を導入しないこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）平成 29 年 4 月から、通院助成の対象年齢を小学３年生までから小学６年生

までに拡大します。この制度を持続可能なものとするため、新たに通院助成の対象となる

小学４・５・６年生は、通院１回 500円までの負担とします。 

（２）新興感染症や災害時の危機管理体制・在宅医療の推進を図るために、福祉保健センタ

ーへの配置医師を増員し、センター長には医師を配置すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）全国的に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、今後も引き続き行政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、原則として行政
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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。 

（３）胃がん検診を、川崎市や相模原市と同様に 40 歳以上・年１回の実施にすること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）本市の胃がんエックス線検診は、従来より 40 歳以上の市民を対象に年１回

実施しています。 

 今後も引き続き実施してまいります。 

（４）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、医療機関

に働きかけること。さらに、薬局法人にも無料低額診療事業が適用されるような市独自の

事業を行うこと。また、ホームページでの掲載にとどまらず、同事業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、薬の処方実態も含め、国が実態調査を行い検

討すると聞いていますので、その結果を踏まえて検討していきます。 

 また、制度周知についてはホームページ掲載のほか、相談者に円滑な対応ができるよう、

区役所生活支援課にも無料低額医療施設の情報提供をしています。 

（５）市内のぜん息患者の実態調査を行うとともに、東京都や川崎市のようなぜん息患者に

対する医療費助成制度を創設すること。 

＜回答＞（健康福祉局）18 歳未満（20 歳まで延長可）のお子様を対象に、国の制度である

「小児慢性特定疾病医療費助成事業」による医療の給付を行っています。 

 厳しい財政状況の中、本市独自の助成制度を設けることは困難です。 

（６）民生委員の定数を満たすための働きかけを、自治会町内会まかせにすることなく、市

としても主体的・能動的に行うこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）適任者の方をご推薦いただくことにつなげるため、本市としても民生委員の

制度や活動を紹介するパンフレット等を作成し、広く地域の方に向けた広報に取り組みま

した。こういった取組を継続するとともに、民生委員活動を紹介するスライドを作成した

ため、区役所区民ホールで上映を行うなど取組を広げていきます。  

（７）本市が募集している横浜市災害支援ナース(Ｙナース)の登録促進策を進めること。同

時に、登録Ｙナースに対して、非常時に備えた訓練などを進めること。 

＜回答＞ 

（医療局）横浜市災害支援ナース（Y ナース）の募集は、随時医療局ホームページやポスタ

ー掲示、広報誌等を通して行っています。また、災害医療の基本や Y ナースの役割を説明

する登録推進研修と、既登録者向けのフォローアップ研修も実施しており、引き続き市民

への広報活動を続けていきます。 

（８）発災時の障害者へのきめ細やかな対応を、区などの防災計画に盛り込むこと。また実

際にそれが機能するように、障害当事者も参加して訓練などを行うこと。 
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＜回答＞ 

（健康福祉局）[総務局] 今後も、自治会町内会への災害時要援護者名簿の提供を通じて、

災害時要援護者も参加した防災訓練の実施など、地域の実情に応じた災害時要援護者支援

の取組が進むよう支援していきます。 

（９）聴覚障害者に対する災害時の具体的情報提供手段を早急に検討・実施すること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）聴覚障害者に対する災害時の情報提供手段につきましては、当事者を含めた

各団体等のご意見も踏まえながら、必要に応じて検討してまいります。 

 

７．動物 

（１）現在モデル事業が行われている地域猫活動について、全市的に本格実施を行うこと。

さらに、地域猫活動の啓発活動を行うこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）本市では地域猫活動モデル事業を平成 25 年度から実施し、現在市内３区４

か所がモデル地区として登録しており、効果や課題について５年を目途に検証を行うこと

としています。 

 今後も引き続き各区と連携しながら、モデル地域の新規登録や地域猫活動の周知、及び

市民ボランティアの皆様の活動支援に努めてまいります。 

（２）殺処分ゼロを実現している神奈川県のように、動物愛護センターにおける犬猫の殺処

分をゼロにすること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）本市では収容した動物について、飼養を希望する個人へ直接譲渡しているほ

か、民間の譲渡活動団体や公益社団法人 横浜市獣医師会を通じての譲渡にも積極的に取

り組んでいます。 

 一方で、収容した動物の中で重篤になる感染症にり患しているもの、病気やケガ等で回

復の見込みがないもの、攻撃性が強く人との共存に適さないものにつきましては殺処分を

行っています。 

 今後も引き続き、収容した動物について可能な限り譲渡できるよう努めてまいります。 

 

８．墓地 

（１）緑地を残すという市是に従い、むやみに民間墓地設置のための開発をさせないために、

墓地条例に距離規定や宗教法人の本院限定などを盛り込むこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）住宅等から距離規制を設ける場合、都市化の進んだ本市では実質的な墓地の

供給規制につながり、今後増加していく墓地需要に応えられなくなるおそれがあり現実的

ではないと考えます。また、従たる事務所のみ設置の法人を一律に認めないことは、宗教

法人の主たる事務所及び従たる事務所の要件や機能に差異はないとされているため、過度

の規制につながるおそれがあります。墓地の経営許可に際しては、「墓地、埋葬等に関す
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る法律」や「横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例」に基づいて厳格に審査していき

ます。 

（２）市営墓地をさらに増やすこと。その際、狭い土地ですむ納骨堂型の墓地を増やすこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）平成 24 年度に実施したアンケートにおける墓地の取得希望率や推定死亡者

数などから、平成 43 年までの墓地の必要整備数は公民合わせて約 10 万（103,659）区画と

推計しています。この墓地需要に応えるために、民営墓地の動向も注視しながら、市営墓

地の整備について検討していきます。 

 現在、日野公園墓地内において納骨堂の整備に取り組んでおり、舞岡地区での公園型墓

地整備の計画においても、合葬式墓地の整備について、検討を行っています。 

 今後も、整備する墓地の形態について、様々な市民ニーズに対応するため、個々に区画

されたお墓、納骨堂、合葬式のお墓など様々な形態について検討していきます。 

 

【医療局】 

１．保健医療施策 

（１）医業税制(事業税非課税・租税特別措置法第 26 条)の存続を求めるよう、国に働きか

けること。 

＜回答＞ 

（医療局）現在、医業税制については、厚生労働省の要望事項として検討中であるため、国

の動向を見守っていきます。 

（２）国の動向を見守ることなく、診療報酬への消費税の「ゼロ税率」適用を、本市とし

て国に求めること。 

＜回答＞ 

（医療局）現在、診療報酬への消費税にかかる事項については、厚生労働省の要望事項とし

て検討中であるため、国の動向を見守っていきます。 

（３）休日急患診療所の建て替え計画を早めること。 

＜回答＞ 

（医療局）大規模災害発生時の医療活動拠点など休日急患診療所の役割は重要と認識してい

ます。建替えについては関係団体と調整しながら、引き続き整備を進めていきます。 

（４）在宅医療連携拠点について、固定資産税の減免などを行うこと。 

＜回答＞ 

（財政局）本市の委託事業である在宅医療連携拠点については、他の納税者との均衡等から

減免措置を講じていないものです。 

（５）在宅医療連携拠点の予算と人員を増やすこと。また、在宅医や訪問看護人材の養成

を行うこと。 

＜回答＞ 

（医療局）市民の皆様の在宅医療ニーズに応えるため、中期４か年計画には平成 29 年度ま

でに 18か所（全区）に在宅医療連携拠点を整備することを目標としていますが、すでに全
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区で開設・運営しております。 

 本市としても、今後の超高齢社会の進展に対応するためには横浜市医師会のご協力をい

ただきながら、引き続き在宅医療連携拠点の運営に必要な予算及び人員の確保に努めてま

いります。 

 また、在宅医の養成に関しては、在宅医療連携拠点事業の一環として、各拠点で在宅医

療研修を実施しているほか、横浜市医師会と協働で平成 28 年度から在宅医療を担う医師

養成事業として、マニュアル作成、座学研修、同行訪問研修等を実施し、在宅医の養成を

行っています。 

（健康福祉局）（下線部について回答）訪問看護師については、横浜在宅看護協議会、神奈

川県看護協会と連携し、訪問看護師の人材確保や質の向上に取り組んでいます。 

（６）医師不足を解消するため、神奈川県地域医療支援センターの取り組みを注視するだけ

でなく、市として、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＞ 

（医療局）「神奈川県地域医療構想」において「将来の医療提供体制を支える医療従事者の

確保・養成に向けた取組み」が示されています。また、新たな専門医制度については、見

直しが図られているところです。 

 本市としても、医師確保に向けた取組は重要であると認識していますが、現時点では、

神奈川県の取組及び制度の動向を見守りたいと考えています。 

（７）市内医療機関の看護師不足の状況をかんがみて、抜本的な看護師確保策を進めるこ

と。 

＜回答＞ 

（医療局）看護師の確保については、市内の病院が実施する潜在看護師のための復職支援研

修への助成を行っており、看護師の育成については、横浜市医師会及び横浜市病院協会が

運営する看護専門学校への運営支援を行っています。引き続き看護人材の確保、育成に向

けた施策を進めていきます。 

（８）在宅医療に取り組む医療機関の支援を行うこと。 

＜回答＞ 

（医療局）横浜市では、在宅医療連携拠点事業の一環として、各区で医師間のバックアップ

体制の構築や、かかりつけ医向け在宅医療研修等を実施するほか、横浜市病院協会と連携

し、地域の病院と各拠点で協定を締結し、緊急一時入院に対応するバックベッドを確保す

るなど、在宅医療に取り組む医療機関を支援しています。 

（９）県地域医療構想における横浜構想区域について、足りない病床確保策とスケジュー

ルを明らかにすること。 

＜回答＞ 

（医療局）地域医療構想において推計されている必要病床数を確保するには、平成 30 年度

に神奈川県が策定する次期医療計画に記載される基準病床数に必要病床数が反映される

必要があり、現在、必要病床数と基準病床数の整合について、国で検討が進められていま
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す。 

 今後不足する病床の確保にあたっては、国の動向を踏まえ、様々なデータを活用し、患

者の受療動向や既存の医療機関への影響等にも配慮しながら、段階的に整備を検討してい

きます。 

 具体策については、平成 30 年度からの次期よこはま保健医療プランに盛り込んでいけ

るよう準備を進めます。 

（10）県地域医療構想における横浜構想区域の医療圏について、全市域一つにすることな

く、まずは現行の３医療圏を守ること。 

＜回答＞ 

（医療局）横浜においては、①二次医療圏を越えた市域内の医療機関へのアクセスが可能で

あり、将来においても市域内で患者の流出入が相当の割合で生じることが想定されること、

②二次医療圏で完結することが望ましい医療機能が既に備わっており、将来的にもバラン

スよく整備を進める意向が地域から示されていること、③在宅医療等の推進等を念頭に、

高齢者福祉保健圏域と整合を図る必要があること等の状況を踏まえ、地域医療構想調整会

議での議論を経て、３つの医療圏を１つの構想区域としました。構想区域が１つになるこ

とで病床の偏在が起こらないよう、病床の新設や増床を行う際の事前協議にあたっては、

医療機能に加えて、必要となるエリアについても明示するなど、優先順位をつけて病床を

配分していくことを考えています。 

 

２．市民病院 

（１）市民病院の建て替えについては、適切な予算で行い、竣工時期も 2020 年度にこだわ

らないこと。 

＜回答＞ 

（医療局病院経営本部）市民病院再整備にあたっては、実施設計を踏まえて 29 年度予算に

建設費を計上しています。 

 市民病院の老朽化・狭あい化の現状を踏まえると速やかな再整備が必要であり、新病院

において自立的・継続的な経営を実現できるよう取組を進めています。 

 

３．横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 

（１）有用な人材確保のために、人件費水準を必要以上に切り下げないこと。 

＜回答＞ 

（医療局病院経営本部）専門病院として先進的な医療の提供と臨床研究の推進を図るため、

適正な人件費水準のもとで優れた医療人材の確保に努めてまいります。 

（２）横浜市立脳卒中・神経脊椎センターへのシャトルバスの運行について、現行の運行

時間・運行日のさらなる拡大を行うこと。 

＜回答＞ 

（医療局病院経営本部）現在の利用状況や利用者等からのご意見なども参考に、引き続き検

討してまいります。 
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【温暖化対策統括本部】【環境創造局】 

１．市内農業 

（１）農産物の地産地消をさらに進めるため、本市が実施している地産地消ビジネス創出

支援事業や「よこはま地産地消サポート店」事業をさらに拡大し、市民への周知および

イベントなどによるサポートを行うこと。 

＜回答＞ 

（環境創造局）地産地消条例や横浜都市農業推進プランに基づき、地産地消ビジネス創出支

援事業やよこはま地産地消サポート店の登録を推進しています。 

 また、市民の「食」と農地や農畜産物といった「農」をつなぐ「はまふぅどコンシェル

ジュ」などの地産地消に関わる人材の育成や活動の支援、情報誌でのＰＲやイベントでの

連携等を図るなど、引き続き市民の皆様に積極的に情報発信していきます。 

（２）都市農業振興とその担い手を増やすため、遊休農地対策として実施している農地流動

化事業や農地マッチング事業について、目標値を定め、推進すること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）遊休農地対策につきましては、横浜みどりアップ計画に位置付けて農地の長

期貸し付けや農地流動化促進の目標を定めて進めております。農地マッチング事業につき

ましても、横浜都市農業推進プランにおける時代の変化に応じた新たな施策として目標を

定めて進めています。 

（３）英国のアロットメントガーデンのような、市民にその自家用のために低額で農地を貸

し付ける菜園制度を創設すること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）横浜市では、市民が農園区画を借りて農作物を耕作できる「特区農園」や「農

園付公園」の開設を進めており、市内に 221 カ所あります（平成 28 年 3 月末）。今後も農

体験ニーズに対応できるように、農園の開設促進に努めてまいります。 

（４）生産緑地を確保するため、面積用件や税制等の見直しを国に求めること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）平成 28 年５月に閣議決定された都市農業振興基本計画では、生産緑地の指

定の対象となっていない 500 ㎡を下回る小規模な農地の対応や、生産緑地で貸借されてい

るものに係る相続税納税猶予の在り方等について検討する、とされています。本市として

もこれらの見直しについて国へ要望を行っています。 

 

２．緑の保全 

（１）マンション建設や宅地造成等による斜面緑地喪失を規制する条例等を整備すること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）[建築局] 「横浜みどりアップ計画」に基づく取組により、緑地保全制度の

指定による、樹林地の保全を引き続き進めていきます。 

 集合住宅などの開発等に対しても、関係局と連携を図りながら、今ある樹林地をできる

だけ残していただくよう働きかけを行っていきます。 
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（２）第７回線引き全市見直しにおいては、市是である緑の保全とみどり税徴収者として、

緑地の総面積を減らさず、農地の保全を優先させる立場で都市計画素案を策定するよう、

関係局と調整すること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）[都市整備局、建築局] 市街化区域の編入につきましては、市街地の形成と

緑のバランスに配慮しながら、魅力と活力にあふれる都市づくりの観点から判断したもの

です。 

引き続き、他の施策との整合を図りながら、緑の保全・創造のための取組を展開していき

ます。 

 

３．地球温暖化対策 

（１）日本をリードする大都市横浜として脱原発宣言を行い、市民の生命と環境を守るため

全ての原発再稼働に反対すること。現在、稼働中の伊方、川内原発は即時運転中止するよ

う、各電力会社と国に申し入れること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）原発に関する施策については、安全性の確保を最優先に考え、その上で、経

済の側面、地球温暖化など、さまざまな影響を考慮し、総合的に判断していく必要がある

と考えています。 

（２）今世紀後半に温室効果ガス実質排出ゼロをうたっている地球温暖化対策の新たな国際

ルール「パリ協定」を受けて、本市地球温暖化対策を再検討し、温室効果ガスの排出削減

目標を引き上げること。 

＜回答＞ 

（温暖化対策統括本部）「パリ協定」の発効を踏まえ、国とともに都市の役割が重要である

と考えています。このため、地球温暖化対策実行計画に記載している緩和策・適応策の強

化に向けて、市民・事業者・行政の連携のもと、温暖化対策を推進してまいります。 

（３）地球温暖化対策実行計画は原子力発電ゼロの立場に立った計画に見直すこと。 

＜回答＞ 

（温暖化対策統括本部）電源構成については、横浜市としてそのあり方を決める立場にあり

ませんが、今後も、太陽光発電をはじめ、下水や廃棄物を活用したエネルギー創出、エネ

ルギーマネジメントの展開などを通じたエネルギーの地産地消に取り組んでいきます。 

（４）地球温暖化対策実行計画の基本方針の１つに位置づけられた地域におけるエネルギー

の創出と地産地消の推進については、計画目標を前倒しした年次計画に改めること。 

＜回答＞ 

（温暖化対策統括本部）特に民間施設の導入目標については、実施主体が民間のため具体の

年次計画とすることは困難ですが、横浜スマートシティプロジェクトで取り組んできたエ

ネルギー連携の取組等の民間施設への展開を図るなど、エネルギーの創出と地産地消の推

進に取り組んでいきます。 

（５）太陽光発電等の住宅用スマートエネルギー設備・太陽熱利用システム設置費補助事業
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を復活すること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）家庭部門において、太陽光等は、補助開始からある程度経過したことや、設

置費の低減、固定価格買取制度により普及が見込め、自立分散型エネルギーシステムの構

築・環境にやさしく災害に強いまちづくりを目指し、停電対応型燃料電池システムの設置

に対する補助を 27 年度から実施しています。 

（６）本市の購入する電力は、再生可能エネルギーを電源とする電力供給会社から購入する

こと。 

＜回答＞ 

（環境創造局）電力の需給契約を行うにあたり、電気事業者に対して、二酸化炭素の排出量

削減など、環境に配慮した電力供給を行う方向に誘導する「横浜型グリーン電力入札制度」

を実施しており、毎年、電気事業者から CO2排出係数等を基に電気事業者をランク付けし、

各区局で電力供給契約を行う際の参考としています。 

（７）市民・事業者・行政等の出資により電力会社を立ち上げ、電力の地産地消を進める「横

浜地域新電力(仮称）」構想を実行すること。 

＜回答＞ 

（温暖化対策統括本部）自治体が関与している地域新電力について全国の事例を調査してお

り、調査結果を基に様々な手法を検討していきます。 

（８）「第 33回全国都市緑化よこはまフェア」里山ガーデン会場は、生物多様性横浜行動

計画「ヨコハマｂプラン」に基づき、フェア終了後、開催前の状態にできる限り戻すこ

と。 

＜回答＞ 

（環境創造局）里山ガーデンの会場整備にあたっては、谷戸の景観、湿地の保全、生物多

様性に配慮しながら整備を行いました。フェア終了後、一部の施設を横浜動物の森公園

の植物公園部分の基盤として生かしていくこととなりますが、公園整備の計画策定にあ

たっては、引き続き生物多様性にも配慮しながら検討を進めてまいります。 

 

４．放射能対応 

（１）現在、南部・北部汚泥資源化センターに保管している 2014 年３月以前の下水汚泥焼

却灰は、東京電力と国の責任で保管管理するよう、東京電力と国に申し入れること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）下水汚泥焼却灰は安全に配慮しながら保管しておりますが、2015 年 7 月か

ら、2014 年 4 月以降の保管灰を対象に、南本牧最終処分場の陸地化した場所に埋立てを行

い、保管灰は減少しています。今後も引き続き資源化利用や処分を行い、保管量を減らし

ていく予定です。 

 2014 年 3 月以前の下水汚泥焼却灰については、引き続き検討を進めていきます。 
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５．下水道対策他 

（１）下水道管の保全と老朽管更新のために、人員配置と予算を増やすこと。 

＜回答＞ 

（環境創造局）下水道管の保全および老朽管の更新を着実に推進していくため、下水道中期

経営計画 2014 において指標を設定し、事業に取り組んでいます。 

 下水道管の保全と老朽管更新のための適切な人員配置に努めてまいります。 

 また、老朽管更新事業等にあたっては国の交付金も活用し、財源の確保に努めてまいり

ます。 

（２）港北区篠原町一体の下水道未整備地域解消工事について、その速度をあげること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）港北区篠原地区の未整備区域における下水道整備は、エリア全体の 70％超に

ついて既に着手しており、残り３工区となっています。2017 年度は、残り３工区のうち２

工区について工事着手する予定です。 

 狭隘な道路での工事となるため、迂回路の設定等について緊密に地元調整を行いながら、

未整備区域の早期解消に向けて努力してまいります。 

（３）神奈川区入江町公園プールは、小学校プールへの統合ではなく、現状どおり存続さ

せること。 

＜回答＞ 

（環境創造局）平成 27 年 10 月に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方

針」に基づき検討を行い、近接する子安小学校の移転新築に合わせて、入江町公園プール

を廃止して新しくできる子安小学校プールに集約することとしたものです。 

 

【資源循環局】 

１．資源化の推進 

（１）「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」をいっそう推進するために、啓発事業をさらに進めること。 

＜回答＞ 

（資源循環局）市民の皆様に「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」をよりいっそうご理解いただき、ご

協力いただくために、引き続き区役所と連携し、普及啓発を推進するとともに、出前講座

などの充実を図ります。 

（２）リデュース啓発ポスターの掲示等の協力をスーパーマーケットやコンビニ店などに要

請するなど、目に見えるリデュース普及のための取り組みを強化すること。 

＜回答＞ 

（資源循環局）スーパーマーケットやコンビニにおけるリデュースの普及として、九都県市

で連携して取り組んでいるポスターの掲示等のほか、レジ袋や割り箸の削減、マイボトル

持参の促進、簡易包装の推進などに取り組んでおります。 

 今後も、リデュース普及の取組みを強化してまいります。 

（３）各区役所ロビー等で生ごみの土壌混合法等の実演を行い、生ごみの減量・資源化の推

進・啓発を行うこと。 
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＜回答＞ 

（資源循環局）多くの市民の皆様にご参加いただけるよう、区役所ロビー、町内会館、保育

園等、様々な場所で土壌混合法の講習会を実施しております。引き続き生ごみ減量・資源

化の推進・啓発に努めてまいります。 

（４）食品ロス・生ごみの削減を進めるため、小中学校での児童・生徒に対する啓発を教

育委員会と協調して行うこと。 

＜回答＞ 

（資源循環局）[教育委員会事務局] 現在配布している「小学 4年生用３Ｒ夢学習副読本」

の監修に教育現場の声を反映しています。また、工場見学や出前教室の開催にあたっては、

学校と連携をしながら進めています。 

（５）ごみ集積場所を荒らすカラス・小動物対策として、カラス対策ごみネットなどに対す

る設置補助制度をつくること。 

＜回答＞ 

（資源循環局）本市では、集積場所については、その場所を利用される地域の方々による維

持管理を基本としています。ごみネットなどについても、地域の皆様でご購入いただいて

おり、補助制度を設ける予定はありません。 

 

２．喫煙禁止地区の推進 

（１）喫煙禁止地区における過料制度はやめ、徹底した啓発キャンペーンにより禁煙啓発・

吸い殻ポイ捨て禁止事業を進めること。喫煙禁止地区を市内副都心および郊外区のターミ

ナル駅周辺等に広げること。 

＜回答＞ 

（資源循環局）喫煙禁止地区の取り組みは、職員による巡回指導と過料制度を組み合わせる

ことによって、実効性が確保されていると考えております。 

 また、喫煙禁止地区の拡大については、地域からの要望や歩行喫煙の状況などを踏まえ

ながら、検討してまいります。 

（２）喫煙禁止地区以外においても、歩きたばこ防止パトロールや啓発活動をさらに進める

こと。 

＜回答＞ 

（資源循環局）喫煙禁止地区以外の地域においても、区役所や地域の皆さまと連携し、地域

の特性に合わせた啓発や、歩きたばこ防止パトロールの実施を、より一層進めてまいりま

す。 

 

【建築局】 

１．市営住宅等 

（１）管理戸数の現状維持方針を改め、住宅困窮世帯に十分に提供するために、新規建設を

含む市営住宅増設方針に転換すること。 
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＜回答＞ 

（建築局）現在、市内には、市営及び県営住宅や住宅供給公社、ＵＲ都市機構の賃貸住宅を

合わせた「公的な賃貸住宅」が供給されています。また、市内には低廉な家賃で供給され

ている民間賃貸住宅もあります。その中で、一定規模のストック数が確保されていると認

識しています。 

（２）住まいの確保の困難性に直面している高齢者や障害者世帯(単身者含む)向け住宅を、

緊急に増設すること。 

＜回答＞ 

（建築局）高齢単身者の応募が多くなっていることを踏まえ、平成 27 年 10 月募集から高齢

単身者が応募できる住戸の枠を広げて募集しています。 

 今後も高齢者用市営住宅の供給については、住宅政策審議会の答申を踏まえ、検討を進

めていきます。 

（３）２階以上に住む高齢者、障害者が１階に移りやすい条件整備を図ること。 

＜回答＞ 

（建築局）公営住宅法により入居者は公募によることとされていますが、65 歳以上の高齢

者、障害者手帳を有している障害者については公募を阻害しない範囲で、特例により住替

えを実施しています。条件については、公営住宅法の趣旨を踏まえ適切に対応していきま

す。 

（４）ユニバーサルデザインの市営住宅を整備すること。また、ユニバーサルデザインの民

間賃貸住宅が増えるような助成制度を創設すること。 

＜回答＞ 

（建築局）昭和 30 年代までに建てられ老朽化した木造等の市営住宅、26団地、約９千戸の

建て替えを計画的に進めてきました。合わせて、耐震補強やバリアフリー対応等の改善事

業も進めてきました。 

 また、入居している障害者等の要望に対し、トイレや浴室への手すりの取付などの住宅

改造を実施しています。  

 なお、民間賃貸住宅への取組としては、市営住宅を補完する賃貸住宅であり、高齢者の

居住の安定確保を目的とした高齢者向け地域優良賃貸住宅事業やサービス付き高齢者向

け住宅事業において、バリアフリー化された賃貸住宅の供給を促進しています。 

（５）高齢化社会、多世代共生、地域コミュニティーの再生、バリアフリー化など安心して

暮らせる地域づくりの見地から、大規模市営住宅団地の再生・整備事業の計画を策定する

こと。 

＜回答＞ 

（建築局）今後の大規模市営住宅団地の再生については、入居者の高齢化が進む市営住宅及

び周辺地域の多世代間交流、コミュニティの活性化や、地域包括ケアの推進に寄与する機

能の導入等の視点から、検討を進めていきます。 

（６）既存の市営住宅について、エレベーター設置にとどまらず、居住条件の向上を進める

こと。また、ショッピングセンター、介護事業所など生活環境の整備を進めること。 
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＜回答＞ 

（建築局）昭和 30 年から 40 年代に建設した大規模な市営住宅について、これまでエレベー

ター設置等を進めてきています。今後の市営住宅の再生については居住条件の向上の他、

コミュニティの活性化や、地域まちづくりへ貢献する機能の導入など、地域の課題を踏ま

えた検討を進めていきます。 

（７）市営野庭住宅のエレベーター設置については、「ひかりが丘の次は野庭団地が対象の

一つ」と説明されていた経緯があり、早期の設置が期待されている。設置されるかどうか

が見通せないまま放置せず、市の方針を丁寧に説明し、理解を得る努力を行うこと。 

＜回答＞ 

（建築局）野庭住宅を含む大規模住宅団地の再生については、入居者の高齢化が進む市営住

宅及び周辺地域の多世代間交流、コミュニティの活性化や、地域包括ケアの推進に寄与す

る機能の導入等の視点から、検討を進めていきます。 

 

２．住まいの安全・安心度(レベル)の抜本的向上にむけて 

（１）熊本地震の被害実態に照らし、すべての住宅で命を守ることのできる備えが必要であ

る。木造住宅、共同住宅(マンション等)などすべての住宅の耐震・耐火化を促進すること。

そのために、木造住宅耐震改修助成制度を改善・充実すること。 

＜回答＞ 

（建築局）熊本地震を受け、国は 29 年度に限り住宅の耐震改修補助費の拡充を決定しまし

た。本市でも旧耐震基準の木造住宅の更なる耐震化に向け、国の拡充策を活用し、市内全

域での改修補助費の増額を行います。補助拡充の内容は、広報紙や戸別訪問等を通じて市

民に周知を図りますが、無料の耐震診断制度や防災ベッド等の設置補助も同時に周知する

など、啓発活動を強化します。建物倒壊から命を守る効果が高い防災ベッド等については、

29 年度の補助件数を増加し、より一層の普及を図ります。 

 共同住宅については、地震時の被害抑制を目的として、段階改修補助制度の活用を促し

ていきます。また、特に診断を義務付けた建物に対しては、設計から工事まで一貫して専

門家が支援する制度を 29 年度に創設し、今後の耐震化を着実に進めるためのサポートを

行っていきます。 

（都市整備局（下線部について回答）地震火災による延焼の危険性が特に高い地域（重点対

策地域）等において、建築物不燃化推進事業補助等により、引き続き耐火性能の高い建築

物の建築を促進します。 

（２）命を守る最小限の対策として、防災ベッドや耐震シェルターの設置について、その有

効性を周知させ、補助制度の活用を促すこと。 

＜回答＞ 

（建築局）熊本地震を受け、国は 29 年度に限り住宅の耐震改修補助費の拡充を決定しまし

た。本市でも旧耐震基準の木造住宅の更なる耐震化に向け、国の拡充策を活用し、市内全

域での改修補助費の増額を行います。補助拡充の内容は、広報紙や戸別訪問等を通じて市

民に周知を図りますが、無料の耐震診断制度や防災ベッド等の設置補助も同時に周知する
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など、啓発活動を強化します。建物倒壊から命を守る効果が高い防災ベッド等については、

29 年度の補助件数を増加し、より一層の普及を図ります。 

（３）防災・減災対策、住環境の改善、福祉の向上等の見地からも、住宅の改修工事に幅広

く対応できる総合的な住宅リフォーム助成制度を創設すること。 

＜回答＞ 

（建築局）住宅の耐震化や省エネ化、共同住宅の共有部分のバリアフリー化など、公益的な

目的を持った各種補助制度を設けています。 

 今後とも既存の制度を活用しながら、住まいの安全・安心度の向上に取り組んでまいりま

す。 

 

３．住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等について 

（１）上郷猿田地区開発計画は、国の市街化抑制方針に反し、緑の保全や防災・減災対策な

どの住民意見の尊重の見地、今後迎える人口減などを考慮して、白紙に戻すこと。 

＜回答＞ 

（都市整備局）[建築局] 栄区上郷猿田地区については、平成 26 年１月に都市計画の提案を

受けて以降、説明会や公聴会などを開催し、賛成、反対も含め、様々なご意見をいただい

てきました。 

 これらの経過を踏まえ、様々な観点から慎重に検討を行い、横浜でも数少なくなった里

山景観が残る良好な緑地を保全し、生物の生息環境にも配慮しつつ、区域全体では７割近

くの緑を確保するなど、地区の将来を見据えバランスに配慮した提案であると判断いたし

ました。 

 今後は、縦覧などにより、広く市民の皆様の意見を聞いた上で、都市計画審議会へ付議

し、ご審議いただく予定です。 

（２）開発行為等調整条例は、公共公益負担義務逃れを目的とする分割開発などの脱法的な

開発・宅地造成等に対して条例の目的、精神を厳格に適用できるように、さらに改正する

こと。 

＜回答＞ 

（建築局）「横浜市開発事業の調整等に関する条例」において、開発事業の完了から全ての

予定建築物の建築工事の完了までの間または１年間は開発事業計画を遵守する規定を設

けることにより、小規模に分割した連続開発などについては、一定程度抑止されているも

のと考えています。 

 

４．災害対策 

（１）斜面地における宅地開発、建築行為等は、2014 年台風 18号による緑区白山、野毛・

成田山境内における人命被害等の教訓に照らし、市民の命と財産を守る見地から条例等を

改正・補強し、規制強化すること。 

＜回答＞ 

（建築局）造成許可にあたっては、宅地造成等規制法の技術基準に適合するよう審査・検査
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し、安全な宅地となるよう指導しています。 

（２）土砂災害危険区域における開発・建築行為等においては、人命最優先の立場から、違

反を見逃さないように、十分な人員を確保して、現場に足を運び、監視を強めること。 

＜回答＞ 

（建築局）開発や建築行為に関する市民からのご相談やがけの防災時の対応については、区

や関係局と十分な連携を図りながら取り組んでいます。今後も、区を始め関連部署との連

携を一層強化してまいります。 

（３）崖地の防災対策は、改善の必要な個所数に見合った予算を確保すること。 

＜回答＞ 

（建築局）崖地の総合的な対策として「がけ地現地調査」、「防災・減災対策工事に対する

助成金制度」、「崖地に係る民事的な内容も含めた相談対応」などに取り組み、防災対策

を強化していきます。 

 また、大雨や台風により発生する崖崩れの２次災害防止対策として、「応急資材整備事

業」や「応急仮設工事助成金制度」などによる対応を図っていきます。 

 引き続き、土砂災害から市民の生命・財産を守るため、必要な予算を確保し、崖地の防

災対策を推進していきます。 

 

５．住まいにかかわる相談窓口の設置 

（１）2016 年度要望に対する回答では、「区と十分な連携を図りながら取り組んでいる」と

しているが、現状は相談に対応できていない。多発している住まいや住環境にかかわるト

ラブルに対応できる市民の身近な相談窓口を区役所に設置すること。 

＜回答＞ 

（建築局）住まいの相談窓口については、身近な場所で、総合的な住情報を提供し、相談体

制を充実させていくため、共に協力いただける団体との連携を広げ、全市域的に窓口を展

開していきます。また、区役所から当窓口へスムーズにつなげられるよう情報共有を引き

続き行います。 

 住環境に関するご相談については、今年度は局職員が全区を訪問し、紛争調整制度の周

知や、相談状況を聞き取るなどして情報共有を行い、連携の強化を図っています。今後と

も、区との連携を一層強化し、市民サービスの向上に努めてまいります。 

 

【都市整備局】 

１．防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進について 

（１）横浜に今後 30 年以内に震度６弱以上の地震が発生する確率は 81％(政府・地震調査研

究推進本部 2016 年６月 10 日発表)と言われている。その切迫性に見合った防災・減災対

策をすべてのまちづくり計画に反映させること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）本市のまちづくりは、人口減少を見据えた持続可能な都市の構築、横浜の持

つ資源を生かしたまちづくり、国際競争力の強化などともに、市民生活の安心安全を支え
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る都市づくりを目指しております。これまでも、被害を出さない地域・社会の実現を目指

し、「横浜市地震防災戦略」で具体的な減災目標を設定し、その目標達成に向け、まちの

不燃化促進事業などを始め様々な取組を実施しています。引き続き、地域に応じた防災の

要素を取り入れたまちづくりに取り組んで参ります。 

（２）住宅は防災シェルターでもあることから、人命最優先の見地で、住宅の耐震・耐火対

策を抜本的に強化すること。 

＜回答＞ 

（建築局）熊本地震を受け、国は 29 年度に限り住宅の耐震改修補助費の拡充を決定しまし

た。本市でも旧耐震基準の木造住宅の更なる耐震化に向け、国の拡充策を活用し、市内全

域での改修補助費の増額を行います。補助拡充の内容は、広報紙や戸別訪問等を通じて市

民に周知を図りますが、無料の耐震診断制度や防災ベッド等の設置補助も同時に周知する

など、啓発活動を強化します。建物倒壊から命を守る効果が高い防災ベッド等については、

29 年度の補助件数を増加し、より一層の普及を図ります。 

（都市整備局）（下線部について回答）地震火災による被害を軽減するため、延焼の危険性

が特に高い地域（重点対策地域）等において、建築物を建てる際に耐火性能強化を義務付

ける「新たな防火規制」や建築物不燃化推進事業補助などにより、耐火性能の高い建築物

の建築等を促進します。 

（３）本市の防災計画の目標「被害を出さない地域・社会の実現」のために、本市のまちづ

くり事業に関わる審議会等の委員構成に災害・防災対策の専門家を必ず加えること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）[総務局] 本市の都市計画の基本的な方針である横浜市都市計画マスタープ

ラン（全体構想）など、まちづくりのマスタープランの策定においては、横浜市防災計画

の考え方と整合を図りながら検討を進めています。 

 本市のまちづくり事業の推進にあたって、災害対策は非常に重要な要素であるため、災

害・防災対策についても十分検討し、専門家の方々の御意見を頂きながら行っていきます。 

 

２．横浜駅周辺地区の防災対策 

（１）横浜駅周辺地区は、海水面下の地下街と海抜０～1.5ｍの地盤等で構成された、災害

リスクの極めて高い区域である。この災害特性を踏まえ、横浜駅周辺地区の独自防災計画

を市の責任で策定すること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）[総務局] 「エキサイトよこはま２２」に基づき、本市をはじめ、国、県、民

間事業者が連携して浸水、地震、津波等の災害リスクを克服するための防災対策を進めて

いるところです。 

 浸水対策として、５０年に一度の確率で起きるレベルの集中豪雨に対応するための計画

に基づき、本市では鶴屋橋架け替えを進めているところです。 

 下水対策は雨水貯留や下水道管等の下水道施設整備や民間開発にあわせた敷地内貯留

施設を整備するなどの対策を進めてまいります。 
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 また、地域全体の地盤の嵩上げを促進するために「まちづくりガイドライン」に地盤の

嵩上げの目標の基本ルールを定め、水害に強いまちづくりを誘導しています。 

 地震・津波対策として、発災時における横浜駅周辺の来街者の安全な避難誘導対策等の

取組みや、避難施設等必要なインフラについて定めた「横浜駅周辺地区都市再生安全確保

計画」を平成 25年度に策定し、民間事業者と行政が連携した防災対策を進めています。 

 また、地下街の地震・浸水害の防災対策を進めるために、国と本市、東西の各地下街事

業者が連携してハード対策を進めてまいります。 

（２）2016 年度要望に対する回答で「下水対策は雨水貯留や下水道管等の下水道施設整備や

民間開発にあわせた敷地内貯留施設を整備する」としているが、これでは先に発表された

記録的豪雨による河川流域の浸水想定の対策にはなり得ない。最新の被害想定に見合った

横浜駅周辺地区都市再生安全確保計画に改定すること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）[総務局] 平成 27 年５月に一部改正された水防法により、現在、神奈川県が

帷子川流域洪水浸水想定区域図の見直しをしており、神奈川県の公表後、その内容をもと

に、横浜駅周辺の被害想定の検証を行います。                                    

 その結果を踏まえて、関係区局と必要な対策を講じていきます。  

（３）同じく「地盤の嵩上げ」「防災対策をすすめるために、国と本市、東西の各地下街事業

者が連携してハード対策を進める」としているが、切迫性に見合った計画に見直すこと。 

＜回答＞ 

（都市整備局）[総務局] 横浜駅周辺の地盤面の嵩上げ高さについては、高潮堤防高さ

（T.P.+3.1ｍ）以上を将来的な高さ目標とし、周辺への影響等により対応が困難な場合に

ついては、段階的に嵩上げを実施するように推進していきます。 

 また、段階的な嵩上げも困難な場合には、止水板等により建物内部への浸水防止対策を

実施するように推進していきます。来街者の安全確保を図るため、今後も、国、市、東西

地下街と連携した取組を進めます。 

（４）防災対策上、情報伝達・提供は最重要事項である。地下街を含む横浜駅周辺地区にお

ける緊急情報を、市が一元的に掌握・管理・伝達できるシステムを直ちに構築すること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）震災時には、本市職員を横浜駅に派遣し「情報連絡本部」を設置します。ま

た、「情報連絡本部」の設置に合わせて、東、西口及び JR 横浜駅の３か所に「情報拠点」

が各事業所において設置され、災害対策本部からの情報は３つの「情報拠点」を通じて各

事業所に伝達されることとなっています。 

 浸水などにより、地下街に避難勧告等を発令する場合には、地下街各事業者に対して、

区本部から直接連絡をします。また、来街者の方に対しては、直接「緊急速報メール」で

避難勧告等を伝達することとしています。 

 いずれにしても、各事業者と連携を図りながら、様々な広報手段を用いて来街者の方々

の安全を確保したいと考えております。 
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３．地震・火災対策 

（１）木造建築物不燃化・推進事業補助制度に基づく事業は、目標達成年度を前倒しするな

ど、強力に推進を図ること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）建築物不燃化推進事業補助は、建築物を建てる際に耐火性能強化を義務付け

る「新たな防火規制」とともに実施しているものです。規制により建替意欲が減退しない

よう、引き続き様々な機会を捉えて制度の活用を促し、まちの不燃化を推進していきます。 

（２）木造建築物不燃化・推進事業は、補助制度適用地域を限定せず、全市域で申請できる

ようにすること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）建築物不燃化推進事業補助は、地震火災による延焼の危険性が特に高い地域

（重点対策地域）等において、建築物を建てる際に耐火性能強化を義務付ける「新たな防

火規制」とともに実施しているものです。規制により建替意欲が減退しないよう、耐火性

能強化によるコストアップの一部を補助するという考え方で行っており、適用地域を拡大

することは考えておりません。 

（３）感震ブレーカー設置に対する補助制度は、対象地域を限定せず、希望者全員が設置

できるようにすること。 

＜回答＞ 

（総務局）感震ブレーカーの補助事業は「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」

の対象地域に基づいた、地震火災軽減の取組で、補助対象地域は、地震時の延焼火災の危

険が高い地域としております。地震火災の被害を減らすためには、この地域における感震

ブレーカーの設置推進を重点的に取り組む必要があると考えているため、平成 29 年度も

同様の対象地域で事業を行ってまいります。 

 

４．駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策を急ぐこと 

（１）エレベーター・エスカレーター設置等、駅のバリアフリー化をいっそう促進すること。

そのために、市として国・県・鉄道事業者に働きかけを強めること。 

＜回答＞（健康福祉局）[都市整備局道路局] 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

して働きかけてまいります。 

（２）駅ホームドアの設置等の安全対策および混雑緩和対策等を緊急課題に位置づけ、鉄道

事業者任せでなく、市として国・県に事業推進を強力に働きかけること。特に、市とＪＲ

東日本が安全性・利便性向上の対策を進めている東戸塚駅、ならびに市内最大の乗降客数

である横浜駅へのホームドア設置を緊急に行うこと。 

＜回答＞ 

（都市整備局）ホームドアについては、国や県と連携して整備費用を補助し、整備を促進し

ていきます。また、鉄道駅の安全性確保や混雑緩和策については、基本的に事業者の責任

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、特に課題のある駅について
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は早期に対応するよう事業者に働きかけていきます。 

 東戸塚駅、横浜駅のホームドアについて、東海道線、横須賀線ホームは、列車ごとのド

アの位置が統一されていないという課題があると聞いていますが、新しいタイプのホーム

ドアの研究開発の動向を見ながら、JR 東日本に対して設置を働きかけていきます。また、

横浜駅の京浜東北線ホームは平成 31 年度まで、京急線ホームは平成 32 年度までに、各事

業者が整備する意向であり、支援していきます。なお、同駅の東横線・みなとみらい線ホ

ームは、整備済み、相鉄線ホームは、28 年度に整備が完了する予定です。 

（３）東戸塚駅の安全性・利便性の向上および混雑緩和にむけた改良事業は、ＪＲ東日本と

協定を結んで対応した経緯も踏まえ、実際に大幅な改善が図られるよう、国とＪＲ東日本

に強力に働きかけること 

＜回答＞ 

（都市整備局）東戸塚駅の混雑緩和についてはＪＲ東日本と協議し、これまでにエスカレー

タの高速化やホームスペース確保等の対策を行っています。また、湘南新宿ライン快速列

車停車やホームドア設置等の安全対策の実施について継続して要望しています。また、Ｊ

Ｒ東日本と共同で昇降施設の増設等の検討も行いましたが、多額の費用と期間がかかり、

抜本的改善にもつながらないことがわかりました。そのため今後は、分散乗車の啓発や利

用者への情報発信等、ソフト面での対応と長期的な視点での抜本的な対策の両面からＪＲ

東日本に対応を働きかけて行きます。 

 

５．都心臨海部再開発、関内・関外地区再整備計画等について 

（１）特区制度導入による外国人向け超高層住宅棟を建築する(仮)「横浜駅きた西口鶴屋地

区第 1 種市街地再開発事業」は、災害に強い地域住民・市民のためのまちづくり計画に反

し、特定企業に便宜を図る計画になっている。超高層ビルが林立するエキサイトよこはま

22 計画は白紙に戻し、防災・減災対策と安心便利なまちづくり計画に見直すこと。 

＜回答＞ 

（都市整備局）横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業では、再開発ビルの住民だけでな

く、周辺地域の方々や来街者の安全性の向上を図るため、津波発生時に避難経路・退避ス

ペースとして活用できる歩行者デッキや、災害発生時における滞留者・帰宅困難者を受け

入れるためのスペース等を整備します。また、建物内への浸水対策として、床レベルを嵩

上げするなど、エキサイトよこはま 22 で目指す防災対策を実施します。 

（２）東高島駅北地区開発計画における運河埋立計画はやめること。再開発にあたっては、

神奈川台場の保全を図ること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）東高島駅北地区は、平成 15 年 12 月に策定した横浜市都市計画マスタープラ

ン・神奈川区プランで「新たなまちづくりを検討する地区」に位置付けられております。

また、平成 16年３月に策定した「東神奈川臨海部周辺地区再編整備計画」において、地区

内の東西道路の新設検討、竜宮橋線の機能強化等の交通基盤整備を行うこと、敷地の整形

化や共同化を進め段階的な土地利用転換による都市機能更新を行うこと、運河活用による
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プロムナード等整備や一部埋め立てを行うこととされています。 

 また、平成 27 年２月に策定した「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」において、新

たに都心に位置付けられ、当地区は、居住・医療・健康等の機能強化をする地区とされて

います。 

 前述の基盤整備や都心にふさわしい土地の高度利用を図ろうとする際、地区の中心に位

置する水域が存在すると一体的な面的整備事業が困難となるため、現状遊休化している水

域を埋め立てることにより、効果的な面的整備事業を行う必要があると考えます。 

 また、神奈川台場につきましては、本市の開港の歴史的な遺構ですので、今後の調査結

果を踏まえて、保存方法などについて、関係局区と連絡しながら検討していくこととして

います。 

（３）関内・関外地区の再整備計画は、市民的意見、地元権利者の意見等を幅広くくみ上

げ、市民合意の計画として具体化、推進を図ること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）市庁舎移転を契機とした関内駅周辺地区のまちづくりは、公民連携で進めて

います。平成 26 年度から横濱まちづくりラボを立ち上げ、市民、地元、企業、専門家等の

様々な主体との議論を通じて計画づくりを進めています。 

 まちづくりの中核となる現市庁舎街区等活用事業については、市民意見募集やサウンデ

ィング型市場調査を実施して、今年度中に事業実施方針を策定する予定です。 

 

【道路局】 

１．道路関係予算 

（１）道路予算において、高速道路整備偏重を改め、道路施設の維持管理・保全・更新、お

よび市民の日常生活の安全性・利便性を向上させる生活道路重視の予算にすること。 

＜回答＞ 

（道路局）本市の道路ネットワークの骨格を形成する横浜環状道路などの高速道路の整備は、

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、一般道路

の混雑緩和など市民生活の利便性向上にも資するものです。併せて、災害時における支援

物資や人員の輸送経路の確保により、災害時の機能が強化されるなど、将来にわたる市内

経済の活性化や市民生活の安全・安心に必要不可欠です。 

 また、都市計画道路や生活道路の整備、道路施設の維持管理・保全も同様に、経済活動

や市民生活になくてはならないものです。 

 そのため、いずれの事業も必要な予算を確保していきます。 

（２）橋梁の保全・更新事業について、「長寿命化修繕計画」で示された所要額が確保されな

い予算が続いている。2017 年度予算においては必要額を計上し、保全・更新事業を、重要

橋梁だけでなく一般橋梁も含め、計画通り確実に実施すること。 

＜回答＞ 

（道路局）橋梁については、「横浜市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、５年に１度の近接

目視による定期点検や、日々のパトロールによる日常点検などを通じ、橋梁の状態を把握
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して行きます。また、その中で老朽化が進み、補修が必要な橋梁については、優先的に予

算を計上し対応することで、安全、安心を確保してくとともに、必要な保全、更新事業を

計画的に進めていきます。 

（３）各区の土木事務所は、生活道路・下水・公園等の維持管理等にかかわって、市民要望

の最前線で対応しているため、その関連予算の大幅増額と人員の確保を図ること。 

＜回答＞ 

（道路局）生活道路・下水・公園等の維持管理に必要な土木事務所関連予算の確保に努める

とともに、効果的、効率的な維持管理となるよう引き続き努めていきます。 

（環境創造局）（下線部について回答）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。 

（４）通学路の安全確保を目的とするスクールゾーン対策は、関連予算を大幅に増額し、迅

速に行うこと。 

＜回答＞ 

（道路局）地域と行政が連携して、歩道設置や路側帯のカラー化等の事業を促進し、通学路

の安全対策の推進に取り組んでいきます。 

 なお、28年度補正予算による緊急対策の実施に引き続き、29 年度当初予算においても増

額を図ったところです。 

（５）電線地中化事業については、年次計画を前倒しして、推進すること。 

＜回答＞ 

（道路局）現在、「防災性の向上」の観点から、緊急輸送路や区役所などへのアクセス路線

について優先的に無電柱化を推進しています。また、これまでの「防災性の向上」の観点

だけでなく、「通行空間の安全性・快適性の確保」や「美しい街並み」を加えた「横浜市

無電柱化推進計画」（仮称）の策定に取り組んでおり、今後、この計画に基づき、着実な

整備に努めていきます。 

（６）鶴見区・生見尾踏切、緑区・川和踏切(横浜線中山駅付近)など、特に危険性の高い踏

切の改善・対策事業は、期日を明確にして優先的に推進すること。事業にあたっては住民

意見を尊重すること。 

＜回答＞ 

（道路局）横浜市では、今後の踏切安全対策を計画的に進めることを目的とした「横浜市踏

切安全対策実施計画」を策定し、平成 28年３月に公表しました。 

 その中で、歩行者対策が必要な踏切８箇所、自動車対策が必要な踏切２箇所を抽出しま

した。 

 生見尾踏切（鶴見区）の安全対策については、エレベーターを備えた跨線人道橋の早期

完成を目指し進めていきます。なお、事業にあたっては、地域の方々に丁寧な説明と対話

を続けていきます。 

 また、川和踏切については、都市計画道路中山北山田線の一部になっていますので、道

路整備にあわせ、道路の単独立体交差化を進めていきます。 

（７）バス停留所の上屋・ベンチ設置は、高齢化にともなう切実な要望である。2016 年度要
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望への回答では、「バス事業者が判断することとしており、予算化は困難」となっているが、

他都市で実施している補助制度等に倣い、本市独自の補助制度を創設すること。 

＜回答＞ 

（道路局）バス停の上屋・ベンチの設置については、基本的にバス事業者が整備・管理して

います。引き続き、利用者の状況を見ながら、バス事業者と連携して対応していきます。 

（８）エスコートゾーンや音声付信号機の設置を、公安委員会と調整を図りながら、盲学校

付近の交差点など特に視覚障害者がよく利用する施設を中心に、促進すること。 

＜回答＞ 

（道路局）エスコートゾーンは、横断歩道と一体であり、横断歩道を所管する公安委員会が

整備・管理するものです。 

 エスコートゾーンの設置にあたっては、歩道上の視覚障がい者誘導用ブロックの延長上

に設置するなど道路管理者と十分な調整を行うこととなっており、公安委員会との協議の

中で意見を反映させていきます。 

 音声付信号機は、所管している公安委員会に設置の要望を伝えていきます。 

 

２．高速横浜環状道路および関連事業について 

（１）高速横浜環状道路南線整備事業においては、開通時期、道路構造・規模等について計

画を抜本的に見直すこと。南線の「土地収用手続」は、住民の生活権侵害、所有権侵害の

暴挙であるため、即刻、中止すること。 

＜回答＞ 

（道路局）南線は圏央道の一部として中央道や関越道などと連絡し、広域的な道路ネットワ

ークを形成します。市内経済の活性化や国際競争力強化、緊急輸送路としての緊急物資の

輸送、市域の交通混雑の改善など大きな整備効果が期待されることから、できるだけ早期

に供用できるよう整備を進めていきます。 

 南線及び横浜湘南道路事業ともこれまで多くの地権者の皆さまのご協力を得て用地を

取得し、順次工事を実施してまいりましたが、平成 27 年 10 月 2 日に土地収用法に基づく

事業認定が官報に告示されました。現在、任意交渉・協議中の地権者の皆さまには、引き

続き交渉を続け、任意で取得させていただくのが最善と考えておりますが、工事着工時期

までにご理解が得られない場合に備え、任意交渉に並行して、土地収用法に基づく手続き

も進め、用地取得を計画的かつ着実に進めることが必要と考えています。 

（２）高速横浜環状道路北線の関連街路である都市計画道路岸谷線整備計画は、中止するこ

と。 

＜回答＞ 

（道路局） 都市計画道路岸谷線は、国道 15 号線と鶴見三ツ沢線を結ぶ道路ネットワークを

形成する路線であるとともに、鉄道による地域分断や踏切事故の解消に寄与します。また、

災害時には、地域の避難路としての役割や、救急、消防活動を支える道路として、地域防

災性の向上が図れることから、必要な路線であると考えます。 
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３．地域生活交通網の改善・整備の促進 

（１）高齢化社会が進展する中で、身近で気軽に利用できる移動手段が切実に求められてい

る。市営交通の活用や民間バス・タクシー事業者等の協力等により総合的地域交通システ

ムを構築すること。 

＜回答＞ 

（都市整備局）超高齢社会に対応した、きめ細かい交通サービスの充実のため、市民、交通

事業者、ＮＰＯ、行政などが連携し、誰もが移動しやすい交通体系の実現に向けた各種取

組を進めていきます。 

（２）地域交通システムの構築に際しては、敬老パスが利用できるように検討を進めること。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）敬老パスを利用できる地域交通システムの構築については、横浜市交通政策

推進協議会、地域交通サポート事業等の推移を注視しながら、関係部局・関係事業者を含

め検討していきます。 

（３）敬老パスで利用可能なコミュニティーバスの路線を増やすこと。 

＜回答＞ 

（健康福祉局）敬老パスについては、平成 23年度に制度改正を行い、29年度までは現行制

度を維持することとしているため、対象路線拡大を行うことは困難です。 

平成 30年度以降の対象路線については、関係部局・関係事業者を含め検討していきます。 

 

４．自転車対策 

（１）今年策定した横浜市自転車総合計画に基づいて、安全、便利な乗り物として自転車利

用が広がるように取り組むことが重要である。そのために、自転車利用者のマナー向上の

啓発などに積極的に取り組むこと。その際、自転車の製造者、販売者等の協力が得られる

ように働きかけること。 

＜回答＞ 

（道路局）29 年度発行予定の自転車のルール、マナーをより分かりやすくまとめた「ルール

ブック」を活用し、今後世代ごとに教育できるよう検討していきます。また、自転車販売

店等と連携したルール、マナーの周知・啓発を引き続き進めていきます。 

（２）駅周辺の放置自転車・バイクは依然として深刻であるため、新しい技術や機材を導入

するなどして自転車・バイク駐輪場の整備・充実を図ること。 

＜回答＞ 

（道路局）（自転車について回答）28年６月に策定した「横浜市自転車総合計画」の各種施

策に基づいて、自転車駐車場（125cc 以下のバイク含む）の整備促進に取り組んでいきま

す。 

（都市整備局）（バイク駐輪場について回答）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ます。また、横浜市駐車場条

例に基づき、商業施設等を新築等する際には、自動二輪車駐車場の設置を義務付けていま

す。 
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【港湾局】 

１．港湾整備 

（１）過大な貨物需要を前提とした新港湾計画は取りやめ、効率的で需要に見合った港湾整

備計画にすること。 

＜回答＞ 

（港湾局）現行の横浜港港湾計画における目標貨物量の推計は、世界の人口や GDP などの経

済指標等に基づき行っており、引き続き必要な施設整備を行っていきます。 

（２）港湾での雇用創出を図るための施策について、ソフト、ハード面とも強化すること。 

＜回答＞ 

（港湾局）横浜港では、船舶の大型化に対応し、南本牧ふ頭をはじめとした先進的な施設整

備を推進するとともに、船会社や荷主に対するポートセールス等、貨物集貨策を展開して

います。また、高機能な物流施設を集積するロジスティクス・パークの形成にも取り組み、

国際競争力を一層強化していきます。 

 こうした取組を着実に推進し、コンテナ貨物取扱量を増加させ、横浜港を活性化させる

ことで、新たな雇用の安定と創出にもつなげていきます。 

（３）コンテナ量の増大が見込めず、大型船舶に対応する岸壁は稼働間もない MC-3 で足り

ているため、過大投資となる MC-4 建設は凍結すること。 

＜回答＞ 

（港湾局）ＭＣ－４は、隣接するＭＣ－３と一体となり、今後の我が国のコンテナ取扱の中

枢として大変重要な役割を担っています。 

 既に、岸壁工事は約７割、埋立は約８割が完了しており、引き続き、横浜川崎国際港湾

株式会社が国と連携して、ガントリークレーン等の上物施設を整備し、31年度の供用を目

指してまいります。  

 ＭＣ－４を整備することにより、ＭＣ－３と合わせて延長 900ｍの連続バースとなり、

様々な船型の船が利用でき、また、クレーンの運用も柔軟にできるようになることから、

荷役の効率が飛躍的に向上します。 

 したがって、将来にわたり、横浜港に基幹航路を維持・拡大していくためには、ＭＣ－

４の整備は不可欠です。 

（４）新港湾計画に盛り込まれた本牧地先の埋め立て・新たなふ頭建設は撤回し、既存港湾

施設の維持管理と機能強化を図ること。 

＜回答＞ 

（港湾局）邦船３社が定期コンテナ船事業の統合を図る等、世界的にコンテナ船の大型化や

寄港地の集約化が進展しています。そのような中、横浜港が今後も基幹航路を維持・拡大

していくためには、それらに対応した施設整備と、貨物量の確保が欠かせません。 

 新本牧ふ頭は、大水深・高規格コンテナターミナルと高度な流通加工機能を有するロジ

スティクスパークを一体的に配置する新たな物流拠点として、また、南本牧ふ頭埋立完了

に続く建設発生土の受入場所として、事業化が必要です。 

 また、既存港湾施設の維持管理については、国が定めるガイドライン等に基づき定期点



 

 

 

-７５- 

 

検等を実施するとともに、必要な修繕工事を行い、引き続き健全な状態を維持してまいり

ます。なお、コンテナ船、自動車船、客船の大型化や寄港隻数増加へ対応するため、引き

続き、既存施設を有効活用した機能強化も図ってまいります。 

（５）山下ふ頭再整備については、大規模集客施設等ＩＲ施設を立地させる計画は白紙撤回

し、市民生活向上と横浜経済に資する計画に改めること。 

＜回答＞ 

（港湾局）[政策局] 山下ふ頭の再開発については、地元や有識者等からなる検討委員会で

の議論等を踏まえ、平成 27 年９月に「横浜市山下ふ頭開発基本計画」を策定しました。 

 今後、この基本計画を基に、市民の皆様、港湾関係者の方々にご協力をいただきながら、

都心臨海部の新たな賑わい拠点として、「ハーバーリゾートの形成」を目指し、進めてい

きます。 

 

２．働きやすい港湾 

（１）港湾施設で働く女性労働者数の増加に見合うように、女性トイレを男性トイレに併設

するなどして、増やすこと。 

＜回答＞ 

（港湾局）女性トイレについては、女性労働者のニーズを踏まえ、大黒Ｔ－３上屋や出田町

市営バナナ２号上屋脇に設置するなどの改善を行ってまいりました。今後も施設の状況や

女性労働者のニーズを踏まえ、職場環境の改善を図ってまいります。 

（２）大黒ふ頭・税関正面前バス停留所に街灯とベンチを設置すること。 

＜回答＞ 

（港湾局）大黒ふ頭税関前バス停留所への街灯の設置については、バス停に近接した場所に

すでに街路灯が設置されていることから、照度に不足がなければ追加設置は困難です。 

 また、バス停のベンチについては、交通局に要望の趣旨を伝え、検討をお願いしたとこ

ろ、地域からの要望やお客様の利用頻度等の優先順位をもとに順次設置しており、大黒税

関正門前のベンチ設置については、今後、他のバス停との優先順位を踏まえたうえで検討

するとの回答を受けています。 

（３）港湾労働者の通勤の足を確保するため、港湾局予算を投入して、大黒ふ頭へのバス路

線を増便すること。具体的には、海釣り公園行きの朝７時前後、Ｌ８循環バス(市営 109 系

統)の朝８時台および休日、日中時間帯、休日午後３・４時台、流通センター経由海釣り公

園行き(市営 17 系統)を増便すること。 

＜回答＞ 

（港湾局）[道路局交通局] 17 系統及び 109 系統についてはすでに道路局から「横浜市生活

交通バス路線維持制度」に基づいた補助金が交付されていることから、更に港湾局から補

助金は重複投入することは難しい状況です。 

（４）港湾労働者を対象に、職場環境についてのアンケート調査を港湾局自身が実施し、働

きやすい港湾環境の向上を図ること。 
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＜回答＞ 

（港湾局）福利厚生施設や物流施設については、指定管理者が利用者アンケートを行ってお

り、港湾で働く方々の要望を把握し、反映する取組を行っています。これに加えて、港湾

局が直接港湾で働く方々の要望をお伺いする場として、労働組合からの申し入れの機会を

設けています。 

 今後も指定管理者や労働組合の皆様と協力し、安全、安心な働きやすい港づくりを行っ

てまいります。 

 

【消防局】 

１．消防力・救急体制の強化 

（１）市の「整備指針」に基づき、充足してない救急自動車・非常用消防自動車を早急に配

置するとともに、人員増を図り、消防力・救急体制を強化すること。 

＜回答＞ 

（消防局）救急自動車については、整備指標である 77 隊の充足に向け、28年度に続き、29

年度も３隊を増隊し、73 隊とします。 

 非常用消防自動車については、原則として、更新時期を迎えた消防ポンプ自動車等を新

しい車両へ更新、整備した際に、その消防ポンプ自動車等を非常用消防自動車として随時

確保しています。 

 現在は、NOx・PM 法による排気ガス規制の影響で、継続して運用することができずに廃

車しなければならない車両が多いため、28 年度末において、非常用消防自動車の必要台数

67 台に対し、15台が不足する見込みです。 

 今後、消防車両の計画的な更新を進め、速やかな非常用消防自動車の確保に努めてまい

ります。 

（２）医療局、区役所などと連携し、横浜市救急受診ガイド、救急電話相談の周知と利用

促進のための広報を充実させること。 

＜回答＞ 

（消防局）救急受診ガイドの市民への広報については、医療局で実施している救急相談セン

ター＃７１１９と併せてイベントでのちらしや広報物品の配布、ホームページへの掲載、

様々な広報媒体に掲載するなど両輪で広報を実施しているところですが、今後も各関係機

関と連携して広報を充実させていきます。 

（３）市民防災センター利用促進のための広報を積極的に行うこと。 

＜回答＞ 

（消防局）来年度も本市の広報媒体を活用した情報発信の他、消防署等を通じた利用促進の

取組など、機会を捉えた広報活動を積極的に行います。 

（４）スタンドパイプ型の初期消火器具等の設置を促進するため、補助数を増やすこと。 

＜回答＞ 

（消防局）初期消火器具整備費の補助事業については、地震火災の被害軽減を図るために、

横浜市地震防災戦略に基づき実施している事業です。34年度までの設置目標が今年度、上



 

 

 

-７７- 

 

方修正されたことを受け、早期に目標を達成するために来年度以降も補助事業を継続して

まいります。 

（５）消防職員の健康管理を図るために、保健師と管理栄養士を、各区を巡回するのではな

く、各区に配置すること。 

＜回答＞ 

（消防局）当局の健康・栄養課題解決に向け、職員との個別面談や集合研修を中心として、

計画的・継続的な健康管理体制を強化を図っております。 

課題解決には、職員一人ひとりの意識改革や知識の普及が不可欠であることから、今後は、

職員配置の必要性等について検討してまいります。 

（６）コンビナート災害に対して、国に法改正を求めるとともに、本市独自の対応強化に取

り組むこと。また、根岸コンビナートの最大規模の被害想定を明らかにし、対策を進める

こと。 

＜回答＞ 

（消防局）消防法令に基づく適正な許認可業務の執行に加え、公設消防機関と事業所が相互

に火災防御に係る知識、技術を高めることが重要であることから、平時から定期的に事業

所経営陣との意見交換会や合同消防訓練を実施するほか、昨年度より本市独自の取組とし

て、事故発生時、かけつけた消防隊へ迅速に必要な情報を伝達できるように、新たに事業

所側の情報提供者を定める制度を導入するなど、コンビナート火災等への対応強化に取り

組んでいます。 

 また、昨年、神奈川県石油コンビナート等防災アセスメント調査報告書により、市内石

油コンビナート等特別防災区域の被害想定が明らかにされたことから、これを受けて改訂

された神奈川県石油コンビナート等防災計画に基づき、特定事業所の防災規程見直し等を

指導していきます。 

（７）女性消防士が働きやすい環境整備を行うこと。 

＜回答＞ 

（消防局）当直業務においては、女性用の寝室や浴室などの独立性を確保し、休憩時間に身

体を休められる環境を整備することが、非常に重要だと考えております。厳しい財政状況

ではありますが、女性職員が、その能力を十分に発揮し、より多くの場で活躍できる環境

整備を更に進められるよう、検討してまいります。 

（８）在日米軍との間で締結されている消防相互援助協約は、危険物に関する情報提供の

仕組みを設けるなど、消防が効果的に行われるよう見直すこと。 

＜回答＞ 

（消防局）いわゆる日米地位協定により、米軍が管理している施設内の詳細を把握すること

は困難ですが、毎年、米軍との合同訓練を実施するなかで、消防法上の危険物施設数など

は把握しています。 

２．消防団 

（１）旧耐震基準の器具倉庫の耐震化、消防車両の更新(15年サイクル)は、期日を定めた計

画をたてて着実に進めること。 
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＜回答＞ 

（消防局）昭和 56 年に改正された建築基準法の「新耐震設計基準」施行以前に建設された

器具置場については、老朽化等による優先度を考慮した上で順次建替えを進めていきます。 

 また、消防団車両については、15 年を更新の目安としていますが、メンテナンス等をし

っかり行って有効に活用するとともに、走行距離等を考慮し、老朽化している車両から順

次更新整備を進めていきます。 

（２）被服などいっせいに更新する装備品については、団ごとに装備品が変わらないように

して、いっせいに支給できる予算措置を行うこと。 

＜回答＞ 

（消防局）消防団活動に必要な被服や装備品については、計画的に整備していきます。 

（３）消防団の出動報酬は実績に見合った予算を確保し、年度末に未払いにならないよう

にすること。 

＜回答＞ 

（消防局）地域からの要望による訓練や防災指導などの増加に対応できるよう、出動報酬に

係る予算を確保してまいります。 

（４）消防団課を区にも創設すること。 

＜回答＞ 

（消防局）消防署の執行体制については、28年度、各消防署に消防団係を設置し、消防団業

務に係る体制強化を図ったところです。 

 今後、その設置効果を十分検証した上で、執行体制については引き続き検討してまいり

ます。 

（５）団員確保、団員の技術力の向上について、団任せにすることなく、局として積極的

にかかわること。 

＜回答＞ 

（消防局）消防団員の加入促進については、消防団、消防署と消防局が一体となって取組ん

でいます。平成 28 年 11 月現在、昨年と比較して増員となっていますが、引き続き定員の

充足に向けて取組を進めていきます。 

 また、消防署と消防団が連携した各種訓練の実施を通じて、消防団員の災害対応力の強

化を図り、地域防災力の更なる向上を図ってまいります。 

（６）活動に必要なガソリンなどが十分にいきわたるよう、予算措置をすること。 

＜回答＞ 

（消防局）消防団車両等の燃料費については、消防団活動に支障が出ないよう、各消防署に

配付しています。 

 

３．救急救命体制の充実 

（１）高規格救急車、資器材の更新整備、救急救命士養成など、救命救急体制のさらなる充

実を図ること。 
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＜回答＞ 

（消防局）年間約 19 万件の救急要請に的確に対応するため、高規格救急車の更新整備、積

載する資器材の適正な維持管理を実施します。 

 また、医師から救急救命士への指示体制の確保、救急救命士の養成や追加教育などによ

り、救急救命体制の更なる充実を図ります。 

 

【水道局】 

１．水道料金について 

（１）現在の料金体系を維持し、値上げは行わないこと。 

＜回答＞（水道局）水道料金収入の減少傾向が続く厳しい経営環境においても、老朽化した

施設の更新や大規模な地震災害に備えた水道施設の耐震化を着実に進めていく必要があ

ります。 

 安全で良質な水を安定して供給するため、アセットマネジメント手法による施設の更新

費用の抑制・平準化や経常経費の縮減等について局内で精査し、持続可能な事業運営への

検討を進めてまいります。 

（２）水道局独自に、幼稚園・保育所などの社会福祉施設の夏場の水道料金減免を検討する

こと。 

＜回答＞ 

（水道局）[こども青少年局] 社会福祉施策の一環として行われていた一般会計からの繰入

れが平成 20 年度に廃止されたことに伴い、当該施設への水道料金の減免制度を廃止して

います。 

 水道局独自の施策として、福祉政策のひとつに位置付けられる減免制度を実施すること

は困難だと考えます。 

（３）検針委託業者が孤立予防対策として取り組んでいる「緩やかな見守り」と、救命救急

講習、児童虐待や認知症への対応研修を継続すること。また、障害者訪問時の対応研修等

を実施すること。 

＜回答＞ 

（水道局）横浜市が孤立予防対策として取り組んでいる「緩やかな見守り」については、引

き続き検針受託事業者の協力を得て取り組んでいきます。 

 検針受託事業者が訪問先で異変を確認した場合などに迅速に対応できるよう、救命救急

講習や障害者訪問時の対応研修の受講を促すとともに、児童虐待・認知症等に関する情報

共有や研修を継続して行っていきます。 

（４）水道料金の滞納者が経済的困難とみられる場合には、当事者に寄り添った親身な対応

を行うこと。 

＜回答＞ 

（水道局）水道料金の滞納者から経済的に困窮していると相談があった場合は、分納等お支

払計画について、当事者と話し合い対応しています。 

また、水道局の対応だけでは解決が困難な場合は、各区生活支援課等をご案内しています。 
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２．水道管更新について 

（１）地震や災害時の応急対応や復旧がより困難となりうる古い管路を、早期に更新・耐震

化すること。 

＜回答＞ 

（水道局）老朽管の更新・耐震化事業は、管の布設年度及び材質、事故が発生した場合の影

響などを総合的に勘案し、年間 110 ㎞を目標に優先順位をつけて進めています。 

 また、災害時に復旧の拠点となる区役所、土木事務所、医療の拠点となる病院、被災時

に市民が集まる地域防災拠点などへの水道管については、更新・耐震化を優先的に進め、

被害の影響を最小化するよう取り組んでいます。 

（２）管路更新・耐震のための予算を国に求めること。 

＜回答＞ 

（水道局）本市では水道管や基幹施設の更新・耐震化事業のための財政措置の拡充等につい

て、「大都市水道事業管理者会議」、「公益社団法人日本水道協会」、「地方公営企業連

絡協議会」等のメンバーとして、国等に対して補助金や交付金制度など財政支援の強化を

要望しています。 

 今後とも、様々な機会を捉え、関係機関に対し要望を行い、さらなる補助金の確保に努

めていきます。 

 

３．水道局職員定数について 

（１）職員定数削減をやめること。 

＜回答＞ 

（水道局）経営環境が厳しさを増す中でも、引き続き効率的かつ持続可能な組織体制を構築

するため、技術継承や災害対応力を考慮しながら、職員定数の適正化を図ってまいります。 

（２）若手職員の採用を増やし、技術の継承ができるようにすること。 

＜回答＞ 

（水道局）確実に人材育成・技術継承をしていくため、将来を見据えた長期的な視点で人材

確保に取り組み、世代間のバランスのとれた組織を構築していきます。 

 28年度には、この取組を進める一環として、29 年度の採用に向けた高校卒業程度の「水

道技術」区分の採用試験を新たに実施しました。 

 

【交通局】 

１．市営地下鉄について 

（１）事故発生時や災害時の安全性確保のため、市営地下鉄に車掌業務を復活させること。 

＜回答＞ 

（交通局）ワンマン運転を実施するにあたっては、安全対策設備を整えるとともに、異常時

に対して職員が適切に対応できるよう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）事故発生時・災害時の避難誘導のため、全駅のホームに要員を常時配置すること。 
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＜回答＞ 

（交通局）全駅のホームに駅係員を常時配置することは難しいと考えておりますが、事故発

生時または災害時にはお客様の安全を第一に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導、

駅構内放送による情報の提供をおこない予測される混乱を未然に防止しお客様の安全・安

心を確保します。 

（３）市営地下鉄ブルーラインは、横浜駅・高島町駅を中心に多くの施設が海水面より深い

ところにある。近年頻発するゲリラ豪雨や大地震による津波の際に、これらの地域一帯が

浸水することが推定されるため、浸水被害に備えた浸水防止施設・設備等の整備や電源確

保に万全を期すこと。 

＜回答＞ 

（交通局）浸水が想定される駅の出入口には、止水板や止水シートを整備しています。また、

伊勢佐木長者町～上大岡駅間の歩道などに設置されている通風口には浸水防止機を整備

しています。 

 これら浸水対策に加え、高島町変電所に、停電時に電車が津波浸水予想区域の駅間に停

車してしまった場合でも、蓄電池の電力を使用して最寄り駅まで安全かつ迅速に移動でき

るよう、大容量蓄電池を設置しています。 

（４）開業時に設置した浸水防水機 44 機のうち、更新されていない 16 機を早急に更新する

こと。 

＜回答＞ 

（交通局）浸水防止機は、中期経営計画に基づき更新工事を実施しており、平成 30 年度に

は更新が完了する予定です。 

（５）40 年前に営業運転を開始した横浜駅を中心とする地下鉄の各施設(伊勢佐木長者町－

横浜間)について、塩害の影響を含む老朽化の実態を厳格に調査し、市民の安全・命を守る

ために施設の保全・更新計画を策定・実施すること。 

＜回答＞ 

（交通局）市営地下鉄では、国土交通省令に基づきトンネル内の状態を把握するための検査

を２年に１度実施しています。 

 また、保守職員が毎日、徒歩による巡回点検を行っています。 

 これらの点検結果を基に、施設改修や設備更新などの老朽化対策を計画的に実施してお

ります。 

（６）避難訓練に、ホーム等に配置されているアルバイトを毎回参加させるとともに、障害

者にも参加してもらうよう協力をお願いすること。 

＜回答＞ 

（交通局）避難誘導訓練は各駅で実施しており、アルバイト職員についても、配置駅で実施

する訓練に参加させることとします。さらに、障害者の参加も含めて様々なケースを想定

した訓練を実施してまいります。 

（７）市営地下鉄の駅コンコース等に、障害者作業所の物品販売スペースの貸し出しを継続

すること。 
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＜回答＞ 

（交通局）引き続き、市営地下鉄をご利用されるお客様の動線や案内サインなどの支障とな

らないスペースについて、障害者団体も含めた民間事業者の方が物品販売等の催事場所と

してご利用いただけるよう取り組みます。 

（８）地元農家の販路拡大のため、地元で収穫した野菜などの販売スペースの貸し出しを継

続すること。 

＜回答＞ 

（交通局）引き続き、市営地下鉄をご利用されるお客様の動線や案内サインなどの支障とな

らないスペースについて、地域の方々による野菜の販売も含めた様々な催事場所としてご

利用いただけるよう取り組みます。 

 

２．市営地下鉄駅ホーム等のバリアフリー化について 

（１）全駅のトイレとエスカレーターに音声案内を設置すること。 

＜回答＞ 

（交通局）トイレの音声案内付触知図については、グリーンラインは全駅に設置しています

が、ブルーラインでは、計画的に取り組んでいる駅トイレのリニューアル工事に合せて、

順次設置を進めてまいります。平成 29 年度は、片倉町駅及び戸塚駅のトイレを実施する予

定としています。 

 また、エスカレーターについては、設置年月の古いものから計画的にリニューアル工事

を行っており、これに併せて音声案内を整備してまいります。平成 29 年度は、横浜駅のエ

スカレーターのリニューアルを予定しています。 

（２）弱視者のためにトイレ付近の照明を明るくすること。 

＜回答＞ 

（交通局）計画的に取り組んでいる、駅トイレのリニューアル工事や駅照明のＬＥＤ化に合

せ、照度改善を進めてまいります。 

 平成 29 年度は、トイレについては、片倉町駅及び戸塚駅の実施を、ＬＥＤ化について

は、三ツ沢上町、片倉町及び岸根公園の実施を予定しております。 

（３）上大岡駅に地上行きのエレベーターを設置すること。 

＜回答＞ 

（交通局）地下鉄上大岡駅への京急側エレベーターの設置については、スペースの確保など

技術的な課題への対応も含め、現在整備計画の検討を行っており、平成 29年度は基本設計

を予定しています。 

（４）緊急時に、聴覚障害者等のための文字による案内を行うこと。 

＜回答＞ 

（交通局）地下鉄駅構内では、急告板による緊急時等のご案内のほか、旅客案内表示機によ

り発車時刻、運行情報等の情報提供を行っています。なお、改札口でも、平成 28年度から

順次、地下鉄各駅に新たな旅客案内表示機（多目的デジタル案内板）を設置して地下鉄ほ

かＪＲ線などの運行情報等を提供しています。 
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３．市営バスについて 

（１）交通局の経営は黒字を維持していることから、バス乗務員を含めた交通局採用の職員

の給与を引き上げること。 

＜回答＞ 

（交通局）今後の給与体系については、中長期的な収支の見通し等を踏まえ検討してまいり

ます。 

（２）今後、嘱託職員での採用ではなく、正規の職員としての採用をすること。 

＜回答＞ 

（交通局）現在のところ、新たに嘱託員を採用する予定はありません。 

（３）嘱託職員のうち正規採用を希望する職員を正規の職員とすること。 

＜回答＞ 

（交通局）公平性の観点から、正規職員の採用に際しては、当局の嘱託員であっても一般の

受験生と同様に採用選考を受験していただくことになります。 

（４）無理なダイヤ編成を見直し、乗務員のトイレ休憩等を確保すること。 

＜回答＞ 

（交通局）今後とも、ダイヤ編成の際には、乗務員の休憩時間とあわせて、トイレに行く時

間等も加味したうえで作成いたします。 

（５）乗務員の健康面を考慮して、要望箇所にトイレを設置すること。 

＜回答＞ 

（交通局）全ての箇所にトイレを設置するのは困難な状況ですが、トイレが設置できない場

所については、近隣の公共施設や駅、商業施設のご協力のうえで借用しておりますので、

引き続きご協力を呼びかけてまいります。 

（６）高齢化や公共交通不便地域の拡大が進んでいるため、バス路線の拡充を図ること。 

＜回答＞ 

（交通局）限られたバス車両や乗務員を最大限に活用して、バス路線を運行することで、市

営バスネットワークの充実に努めております。引き続き、地域の実情を踏まえたうえで、

バスの需要や採算性を見極めながら、バス路線の検討を進めます。 

（７）緊急時に、聴覚障害者等のための文字による案内を行うこと。 

＜回答＞ 

（交通局）バス車両に筆談具を備えておりますので、緊急時においてもこちらを用いてご案

内いたします。 

 

４．市営バスのバス停留所の改良について 

（１）バス停留所にベンチを設置し、高齢者や障害者が利用しやすいバス停にすること。 

＜回答＞ 

（交通局）バス停ベンチについては、限りある予算の中で、要望を踏まえ地域バランス等を

考慮のうえ、地域住民の方々との調整を前提に、設置に向けて検討してまいります。 

（２）バス停留所の上屋は、広告付きにこだわらず、交通局の予算を増やして設置すること。 
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＜回答＞ 

（交通局）バス停上屋については、広告付き上屋を基本としながらも、限りある予算の中で、

要望を踏まえ地域バランス等を考慮のうえ、地域住民の方々との調整を前提に、設置に向

けて検討してまいります。 

 

【教育委員会】 

１．教育費の無償化にむけて 

（１）格差と貧困の拡大の中で、子育て世代の教育費負担は重くなっている。義務教育は無

償の立場で、保護者負担をなくすよう努めること。 

＜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）入学準備(制服・体操着など)や修学旅行、自然教室の自己負担をなくすこと。 

＜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。 

（３）学校給食費の無償化を検討すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）学校給食の実施に係る費用については、学校給食法第 11 条及び施行

令により、学校設置者の負担と保護者の費用負担の区分が示されており、食材費相当分を

給食費として徴収しております。 

（４）公立高等学校の授業料無償化を所得に関係なく復活するよう、国に求めること 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）高等学校授業料無償化の見直しについては、高等学校等における教育

にかかる経済的負担の軽減を適正に行うため、高所得世帯の生徒等に対して所得制限を設

け、低所得世帯の支援の拡充に充てるものです。本市としては、国の方針に則り、適切に

対応していきたいと考えております。 

（５）横浜市高等学校奨学金制度の成績要件をなくし、一人当たりの増額と募集枠の拡大を

行うこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）横浜市高等学校奨学金は、条例の規定により「品行方正、学業成績優

秀で経済的理由により就学が困難な者を対象とした制度となっており、成績要件の撤廃は

考えておりません。 

 また、奨学金の増額や募集枠の拡大については、就学支援金や高校生等奨学給付金とい

った制度が平成２６年度に導入されていますので、現時点では考えておりませんが、引き

続き、応募の状況や国等の動向を注視してまいります。 
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２．就学援助について 

（１）対象となる所得基準額を引き上げること。 

＜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。 

（２）申請については、学校だけでなく、学校を通さずに教育委員会や区役所に提出できる

ようにするなど、申請しやすくすること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）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。郵送でのお申込みについては、各学校へお尋ねください。 

（３）入学準備金や修学旅行費は、事前に受けられるようにすること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）入学準備金・修学旅行費の事前支給は困難ですが、引き続き迅速な支

給を心がけてまいります。 

（４）中学校での学校給食が実施されるまでは、「ハマ弁」を就学援助の対象に加えること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）横浜型配達弁当（ハマ弁）は、学校給食法に定める学校給食ではあり

ませんので、就学援助（学校給食費）制度で支出することは困難です。 

 生活環境によって昼食の用意が困難な生徒に対しては、「ハマ弁」による支援を 29 年 1

月から実施しています。なお、ハマ弁による昼食支援は、生活保護や就学援助を受けてい

ることを要件とすることは考えていません。 

（５）部活動での児童生徒の遠征費用を就学援助の対象に加えること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）中学校については部員が一律で負担するような遠征費用もクラブ活動

費の一部として対象にしております。 

 

３．障害児教育 

（１）北綱島特別支援学校は存続すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）左近山特別支援学校の開校に合わせて、北綱島特別支援学校は閉校と

しますが、健康上の理由等により転校が著しく困難である在校生及び保護者の負担や不安

を軽減し、安全に教育を受けられるよう、北綱島特別支援学校閉校後は上菅田特別支援学

校の分教室として対応していきます。 

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

ように、個別支援学級、特別支援学校での教職員の加配、施設・設備面等の条件整備を行

うこと。あわせて、支援員を増員すること。 
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＜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学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。 

 また、特別支援教育支援員については、増加・多様化するニーズに対して増員できるよ

う、引き続き、予算確保に努めていきます。 

（３）希望すれば障害児が普通校に入学できるよう、条件整備を進めること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）義務教育における就学・教育相談において、保護者の意見を丁寧に聴

取するとともに、学校、地域療育センター等の関係機関とも連携し、本人に関する客観的

な情報の収集及び保護者への適切な情報提供などを経て、就学先の合意形成を図り、就学

先を決定しております。 

 また、障害がある児童生徒一人ひとりが「居住地域における自立と社会参加」を実現す

るために、インクルーシブ教育システムの構築を推進してまいります。 

 

４．中学校夜間学級の教育の充実にむけて 

（１）中学校夜間学級の設置目的に日本語の指導を明記し、日本語を習得して基礎学力のい

っそうの充実が果たせるようにすること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）現在、夜間学級に通う生徒への日本語指導については、横浜商業高校

での日本語教室の利用の他、１時間目に課題別学習の時間を設け、個人の課題に応じた学

習を行っております。今後も引き続き、基礎学力の一層の充実に向けて研究を進めてまい

ります。 

（２）不登校などで義務教育の履修がかなわなかった生徒の教育機会確保に、夜間中学校で

の履修ができるようになったことを、広く周知させること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）既卒者の夜間学級の入級につきましては、個々の事情や入級希望理由

を確認したうえで判断する旨をホームページに掲載しております。 

（３）市外在住で市内在勤者について、本人の勤務実態に柔軟に対応して、入学を認めるこ

と。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）市外在住の市内在勤者につきましては、勤務実態を確認し、個別に対

応しています。 

（４）神奈川県下の中学校夜間学級未設置市町村在住での義務教育未修了者について、入学

を認めること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）義務教育未修了者につきましては、横浜市在住、または横浜市在勤で

ある者を、入学の対象としています。 
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（５）中学校夜間学級の生徒に、就学援助を認めること。また、県に対して中学校夜間学級

の設置を求めること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）就学援助については、本市学齢児童生徒就学奨励条例により、「学齢

児童及び学齢生徒の保護者」を対象に実施しているため、学齢を超過する夜間学級は対象

となりません。 

 また、神奈川県教育委員会主催の中学校夜間学級等連絡協議会に参加し、情報交換や協

議を行っております。 

 

５．教職員の配置 

（１）2017 年に学級編成権および教職員の給与負担等が県から横浜市に移管されるのを契

機に、法律および国の方針にこだわらず、市独自で教員を上乗せして配置し、小学３年生

から中学３年生まで 35 人以下学級を実施すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局） 現在、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律」、あるいは国の方針に基づき、小学校１、２年生は 35 人以下学級を実施してお

ります。学級規模については、法制度や人件費の財源確保などの課題があるため、国・県、

他政令市等の動向を踏まえて対応してまいります。 

（２）本来、正規教員を配置すべきところを臨任教員で対応している現状を解消するため、

教員数確定要素を見直して、正規教員の採用枠を増やすこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）定数の枠内で、可能な限り正規職員が配置できるよう、採用試験の合

格者数を決定しております。合格者数を決定した後に生じる、定年退職以外の退職や児童

生徒数の増減によるクラス数の変動などの不確定な要素がありますが、今後も、正規教員

の確保に努めてまいります。 

（３）教職員の多忙化を軽減し、学校教育を充実するために、中学校教職員の部活動の過重

負担、部活動の遠征費などの金銭的負担を解消すること。 

 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）部活動の教職員負担軽減に向け、「部活動の指針（改訂版）」及び「部

活動の指針・活用資料」を全教職員に配付し、外部指導者の活用や、学校全体での負担軽

減に向けた体制づくり、休養日の適切な設定など、調和のとれた活動に向けた取組みを推

進しています。 

 なお、旅費については、必要な予算の確保に努めてまいります。 

（４）全校配置となった学校司書は、司書の資格をもつ専任の正規職員とすること。現在資

格のない司書は資格を取れるよう援助すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）今後も引き続き、月１回、年間 10 回程度の学校司書研修を計画的に
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実施するとともに、研修内容の精査や見直しを適宜図ることで、学校司書の専門性のさら

なる向上を目指してまいります。 

 

６．教育条件の整備 

（１）「日の丸」「君が代」の学校行事への強制はしないこと。 

＜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。 

（２）日本語習得の指導を必要としている児童・生徒(外国籍等含む)への支援は、指導人員

の確保・増を含めて強化すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）日本語指導が必要な児童生徒に対しては、当該児童生徒が一定数在籍

する学校に、「国際教室担当教員」を配置するとともに、特に在籍の多い学校には「日本

語支援非常勤講師」及び「外国語補助指導員」を配置しております。また、日本語指導資

格をもった講師が指導を行う、日本語教室もあわせて実施しております。 

 さらに、平成 29 年度には、日本語支援拠点施設を開設し、新たな事業を開始する予定で

す。 

 今後も引き続き、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かい支援ができるよう、体制

を整えてまいります。 

（３）国際教室担当教員を増員し、必要な人員数を確保すること。また、日本語指導のため

の教材費を学校予算に加えること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）限られた財源の中、児童生徒や学校、地域の実情を踏まえた、効果的

な人員配置について検討を進めてまいります。 

 また、学校予算については、「国際教室担当教員」配置校を対象に、通常の学校配当予

算とは別に、予算を配当しております。 

（４）朝鮮学校への補助金交付を再開すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局） 国際情勢を鑑み、国際港都横浜における国際交流の増進及び私学教

育の振興を図る趣旨に反する時は、補助の対象としないとしており、慎重に判断してまい

ります。 

（５）性別に違和感をもつ児童生徒が気軽に相談できるよう、カウンセラーによる相談体制

の充実を引き続き図るとともに、教職員と児童・生徒の意識改革を今後も継続して進める

こと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局） 成 27 年 4 月に文科省から通知された「性同一性障害に係る児童生

徒に対するきめ細かな対応の実施等について」に基づき、横浜市でも学校における相談体
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制や児童生徒への支援の充実などを通知しました。教職員が正しい知識を持って理解し配

慮できるようより相談しやすい環境の整備や教職員の研修の充実に取り組んでまいりま

す。 

 カウンセラーについては、全小中学校に配置し週１回程度相談が受けられる体制として

いますが、今後も小学校で相談したカウンセラーに引き続き中学校でも相談できる「小中

一貫型カウンセラー」の配置を拡充するなど相談体制の充実を引き続き図ってまいります。 

（６）障害者への理解や対応についての教育を進めること。特に精神障害者への理解をすす

める啓発教育を、精神障害者運動団体や神奈川県立精神医療センターなどの協力を得て、

実施すること。また、精神障害について義務教育の学習内容に加えるよう、国に対して働

きかけること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局） 小中学校において、特別支援学校・個別支援学級・通級指導教室での

教育活動の周知や、教員研修等の支援を充実する等の取組を行っていきます。 

 また、学校教育での精神疾患を含む障害理解に関する指導について、健康福祉局と連携

して進めていきます。 

 なお、義務教育の学習内容に加えることについては、引き続き、国の動向を注視してま

いります。 

 

７．学校施設整備 

（１）学校から要望が上がっている緊急度の高い学校施設修繕は、子どもの安全確保の観点

から、学校特別営繕費を増額して早急に実施すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）依然として厳しい財政状況にありますが、子どもの安全確保を優先し

て予算確保に努めてまいります。 

（２）学校施設の老朽化が目に余るほど進行する前に、保全周期に基づいた修繕工事ができ

るような予算額を確保し、実施すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）長寿命化計画では、保全周期での修繕工事を前提としていますが、厳

しい財政状況の中、学校施設の状態に応じて安全性の確保を優先して工事を実施しており

ます。 

 適切な時期での改修工事を実施できるよう、引き続き、予算確保に努めてまいります。 

（３）全校でのプール整備を進めること。「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」

を白紙撤回し、公園プールとの統合は行わないこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、小学校

と中学校の敷地が隣接している学校や、市所有のプールが学校の至近にある学校について、

当該学校の建替えや大規模改修等の際に、学校規模や施設の状況等を勘案しながら共同利

用の可能性を検討し、検討の結果、授業及び児童・生徒の引率等に支障がないことが確認
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された場合は共同利用を推進し、困難な場合には、これまでどおり学校内にプールを整備

することとしております。 

（総務局）（下線部について回答）平成 27 年 10 月に各施設の利用状況、施設配置等を踏ま

え策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、今後は市所有の

プールが至近にある学校について、当該学校の建替えや大規模改修等の際に、学校規模や

施設の状況等を勘案しながら共同利用の可能性を検討します。 

（４）武道場のない残り 30 校に、一刻も早く武道場を整備すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）武道場については、中学校 146（分校を除く）校のうち、115 校で整

備済、28 年度中に１校を整備する予定です。 

 29年度は１校に整備し、残りの学校についても、方法や手順を検討し、学校とも調整し

ながら、引き続き取り組んでまいります。 

（５）学校図書館の貸し出し数増加に対応し，蔵書を増やすことができるよう、学校予算を

増額すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）学校の図書費については、本市の財政状況が厳しい中においても、読

書活動の充実のために以前から一定規模の予算を維持しています。 

 また、図書費は学校配当予算に含まれていることから、必要な場合には学校長の裁量で

さらなる執行が可能です。 

（６）「横浜市立小･中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」は、小規模校の

良さを認めないものとなっており、問題である。方針を撤回し、学校規模の適正化につい

ては、統合ありきのやり方ではなく、子どもたち・保護者の声を生かし、地域の参加で学

校のあり方を検討すること。学校の統廃合は強引に進めないこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局） 「横浜市立小･中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」

では、 小規模校は、子ども同士よく知り合うことができ人間関係を密にすることができる

等、小規模校の良さを認めています。一方で、集団での充実した学習ができにくい、多様

な個性と触れ合う機会が少ない、行事や部活動等に制約があるなど小規模校の課題を解消

する必要があることから、通学区域の変更や学校統合による学校規模の適正化を進めてい

ます。 

 今後も引き続き、「横浜市立小･中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」

に基づき、学校規模の適正化に努めてまいります。 

（７）学校に保管されている放射能汚染物質や校庭に埋設した放射能汚染物質を、学校の長

期休暇まで待つことなく、土日などの休日を利用して一刻も早く学校外に移動すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）保管庫の完成が３月上旬となるため、春休みに一斉に移動します。 

（８）給食室にエアコンを設置すること。 
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＜回答＞ 

（教育委員会事務局）給食室のエアコンは、調理場での火気の使用や必要な換気の量が多い

ことから、エアコンを設置しても効果が低いため設置は行っておりません。 

 

８．学校安全教育の推進 

（１）柔道、水泳、組み体操などの体育授業・運動会や部活動中の事故をなくすために、安

全確保第一で、教職員を配置すること。不幸にして事故が起きてしまった場合には、教育

委員会として、速やかに事故対応を行うとともに、事故の検証を十分に行い、再発防止に

取り組むこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）学校体育等における事故の未然防止のために、「運動活動時等におけ

る安全の手引き」等を活用した安全面に配慮した体育活動への取組を推進しています。ま

た、学校体育安全指導研修、水泳安全研修を悉皆研修として開催し、その内容を各学校に

おいて校内研修を実施することで、教職員で共有するようにしています。 

 また、限られた財源の中、児童生徒や学校、地域の実情を踏まえた、効果的な人員配置

について検討を進めてまいります。 

 学校教育事務所として、学校が適切に事故対応できるように、引き続き指導・支援して

まいります。 

（２）柔道の授業では、大外刈りや背負い投げなどの危険な技を禁止するなど、カリキュラ

ムを改善すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）学習指導要領に則り、生徒の実態を踏まえて各学校が主体的に編成し、

運営改善を図っています。 

（３）体育祭などでのピラミッドやタワーなどの高さのある組み体操は、確実に安全に実施

できるのか判断し、絶対に事故が起きないように万全の注意を払って行うこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）スポーツ庁通知を踏まえ、児童生徒の安全確保を最優先に各学校の実

態に基づき、ねらいを明確にし、児童生徒・教職員・保護者等で共通理解を図った上で、

安全管理に努めるようにしています。 

（４）自衛隊の任務が安保関連法の制定によって大きく変わり、新たな任務に「戦場」近く

で武器を使用する命がけの活動が加わることが想定されている。「武力紛争における児童

の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」にある「武力紛争における関

与から児童を一層保護することが必要であることを考慮し」にかんがみて、自衛隊へ

の職場体験学習や自衛隊員による学校での講話はふさわしくないので、実施しないこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）職場体験については、学習指導要領解説の中で、職業や自己の将来に

かかわる体験活動を取り入れることになっています。これを受けて市内のほぼ全部の中学

校で職場体験が実施されています。 
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 自衛隊を含め、さまざまな職業を知ることは大切であり、勤労観・職業観を育むために

職場体験や職業講話を実施しています。どのような事業所で活動させるかについては学校

長の判断のもとに行われています。 

 

９．学校給食 

（１）中学校において、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）本市の中学校昼食につきましては、26 年 12 月に、家庭弁当を基本と

し、家庭弁当と事前予約による配達弁当のどちらも選択できる環境を整え、当日注文でき

る業者弁当で補完する「横浜らしい中学校昼食のあり方」をまとめました。今後は、この

あり方を踏まえ、中学校昼食の充実に取り組んでまいります。 

 平成 28 年７月から栄養バランスのとれた配達弁当（ハマ弁）を 12 校で開始しました。

順次、実施校を増やし、29 年１月からすべての中学校・義務教育学校で実施しています。 

（２）コスト最優先の小学校給食調理業務の民間委託は、食育の観点からも雇用環境からも

好ましくないので中止し、直営に戻すこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）学校給食調理業務の民間委託につきましては、経費を削減しながら、

調理従事者の柔軟な人員体制がとれるため、よりきめ細かな調理対応が可能になることや、

主に低学年クラスへの給食運搬による給食時間のゆとりの確保などの効果があります。 

  また、バイキング給食など多様な献立の提供もできることから、今後も民間委託を実施

していきたいと考えております。 

  なお、引き続き、食育の充実にも取り組んでまいります。 

（３）学級編成権の市への移管を契機に、学校栄養職員を全小学校に正規雇用で配置するこ

と。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）学校栄養職員の配置については、法律の規定をはじめ、人材の確保、

毎年の人件費の財源確保などの点から、様々な課題があります。今後も、国・県、他政令

市等の動向を踏まえ、対応を検討してまいります。 

（４）給食の献立を充実させるため、オーブンなどの設備を整備すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）スチームコンベクションオーブンの導入については新設校及び改築・

改修等を機に導入してまいります。 

（５）小学校の給食食材の放射線測定については、現行の方式では安全性の確保ができず、

放射能が検出された場合に素早い対応が実行できないため、毎日ブロック別に最低 1 校の

全量検査を実施すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）給食食材の放射線検査につきましては、毎日、小学校１校を選定し、

翌日に学校給食で使用する牛乳・米、全国の検査で基準値あるいはその１/２を超える放射
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性セシウムが検出された食材等について、必要な検査を行っています。今後も、国からの

通知を踏まえながら、適切に対応してまいります。 

（６）学校給食での地産地消を推進するために、市内産農産物の利用目標を数値で定め、実

行すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）本市の学校給食は１日 20 万食に及ぶため、必要な数量の確保が困難

であるという課題がありますが、一斉供給などの取組を引き続き進めてまいります。 

（７）食材の安全性を厳重にチェックすること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）学校給食における食材については、（公財）よこはま学校食育財団に

おいて、食品衛生法等の法律に適合するものという規格に加え、独自に食材の種類ごとに

「食品添加物に該当する発色剤、着色料、保存料、調味料、甘味料を可能な限り使用を控

える。」「主原料は非遺伝子組み換えのものを使用する。」「卵、卵製品、乳、乳製品及

び牛由来の調味料は使用しない。」「卵、乳以外のアレルギー物質の使用は可能な限り控

える。」等の『学校給食用物資標準規格』を定めて調達しています。 

 また、調達した食材については、年間約１万項目の残留農薬・食品添加物・細菌検査等

の食品衛生検査を実施しています。 

（８）冷凍コロッケの大量発注によるアレルギー事故が多くの学校で起きたことを踏まえ、

事故のリスクを避けるため、冷凍食品の使用を控えること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）本市では、食物アレルギーの児童にも、できる範囲で配慮しながら給

食を提供しています。なお、他都市に比べ、食数が非常に多いため、アレルゲンを除去し

た横浜オリジナルレシピでの食材発注が可能となっています。 

 

10．教科書・副読本等 

（１）教科書採択において、学校票の復活など、学校現場の声を反映させる仕組みを取り入

れること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）市立学校で使用する教科書は、文部科学大臣の検定を経た教科書の中

から、関係法令や横浜市教科書採択の基本方針等に基づき、横浜市教科書取扱審議会の答

申を尊重しつつ、横浜市教育委員会の権限と責任において、適正・公正に採択を行ってお

ります。 

（２）教科書の採択にあたっては、記名で行うなど公開の原則を貫くこと。教科書取扱審議

会が評価する観点を、子どもの成長や自主性を育むのに必要な観点が規定されていた 2013

年度観点に戻すこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）市立学校で使用する教科書は、横浜市教科書取扱審議会の答申を踏ま

え、「横浜市教科書採択の基本方針」に示した採択の観点に基づいて慎重に審議を行い、
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教育委員会の権限と責任において採択しております。 

 今後も、関係法令等に基づき、公正かつ適正に採択を行ってまいります。 

（３）教科書の採択地区は、現行の全市１区から行政区毎に戻し、将来的には学校採択をめ

ざすこと。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）採択地区については、教育委員会の権限と責任において決定しており

ます。 

 採択地区の変更については、平成 21 年６月 23 日開催の横浜市教育委員会臨時会で審議

し、承認され、神奈川県教育委員会に要望を提出し、平成 21 年 10 月 15 日開催の神奈川県

教育委員会定例会にて、平成 22年度から、横浜市教科書採択地区が１地区となることが決

定されました。 

 

11．図書館の充実 

（１）図書館法が定める「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」を果たす

ために、一年雇用の職員とアルバイトが管理・運営する山内図書館の指定管理者制度は中

止すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）指定管理者制度については、現行の図書館サービス水準の維持・向上

を図りつつ、効率的な運営を進める管理手法として導入しました。指定管理者選定評価委

員会による第三者評価においても、「おおむね水準レベルの達成状況である」との評価を

得ていることから、指定管理による山内図書館の運営を継続してまいります。 

（２）一区一館制の方針を撤回し、図書館の増設を含んだ再整備計画を策定するとともに、

資料費を大幅に増やし、新刊本の購入など利用者の要望に応えること。 

＜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。 

 図書費については、厳しい財政状況の中、増額は困難な状況ですが、限られた予算の中

でより多くの蔵書を揃えるよう、引き続き努力してまいります。 

（３）中央図書館の蔵書の保管場所に困っている状況を抜本的に解消する計画を早急に策定

し、実施すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）現在の書庫を含め施設全体の有効活用を図りながら、適切な資料管理

に務めてまいります。 

（４）視覚障害者の図書館利用を援助・推進するために、手話・筆談等によるコミュニケー

ションの確保、図書館利用の介助、対面朗読、宅配サービスの一層の充実、点字や録音資

料、手話や字幕入りの映像資料等の整備などをすすめること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）障害がある方が図書館を利用しやすいよう、その方に合った方法でコ

ミュニケーションを取るよう努めているほか、必要に応じて館内利用のお手伝いを行って



 

 

 

-９５- 

 

います。厳しい財政状況ではありますが、引き続き、資料の充実にも努めてまいります。 

 なお、平成 28年度は、新規事業として、図書音訳者の養成講座を実施しています。 

（５）視覚障害児のために、触って楽しめる絵本などのバリアフリー絵本を区の図書館に整

備すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）触って楽しめる絵本などのバリアフリー絵本については、館の規模や

利用状況等により所蔵冊数は７～45 冊と異なりますが、18館全館で所蔵があります。（全

館合計 36 タイトル 315 冊を所蔵。） 

 引き続き、誰もが楽しめるバリアフリー絵本を受け入れてまいります。 

（６）横浜市立図書館の図書の受け取りと返却ができる「図書取次サービス」の場所で、市

立図書館蔵書検索ができるよう機器を設置すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）図書取次サービスは、利用者がパソコンや携帯電話などから検索し予

約した本をお渡しするものです。蔵書検索機については、取次場所のスペースが狭いこと

や経費面などから設置は困難です。 

 

12．文化財保護 

（１）栄区の上郷深田遺跡は、関東圏でも希少な製鉄生産の遺跡である。本格的に調査し、

児童・生徒・市民が学ぶことができるよう、文化財として可視化して保護すること。遺跡

を守る観点から、上郷猿田地区開発計画に反対すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）上郷深田遺跡については、開発計画予定地に含まれているため、発掘

調査や保存等、埋蔵文化財の取扱いについて事業者と協議していきます。 

（２）歴史博物館において、貴重な文化遺産を適切に保護すること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）歴史博物館における文化財の取り扱いについては、今後も指定管理者

とともに適切に取り組んでまいります。 

（３）市内各地にある戦争遺跡を調査し、保護、市民公開に取り組むこと。また、広報に努

めること。 

＜回答＞ 

（教育委員会事務局）所有者及び関係機関への働きかけを検討していきます。 

 

【選挙管理委員会】 

１．参政権を保障するために 

（１）選挙公報の点字・音訳版の発行を公職選挙法に盛り込むよう、公職選挙法の改正を国

に申し入れること。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）平成 28 年 10 月 13 日に、指定都市選挙管理委員会連合会（本市
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を含めた 20 政令指定都市の選挙管理委員会で構成。）から法改正要望を行いました。 

（２）横浜市長選挙、同市議会議員選挙のお知らせの点字・音訳版があることを周知徹底し、

全ての視覚障害者が受け取ることができるようにすること。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）配布対象者の拡大については、課題と考えています。 

一昨年の市議会議員選挙では、「広報よこはま」の点字版録音版の配布者リストを関係部

署から提供していただきましたので、配布したところです。今後も引き続き、視覚障害者

支援を行う団体等の協力をいただきながら、配布対象者の拡大に向けて研究してまいりま

す。 

（３）郵便投票対象者の緩和を国に求めること。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）平成 28 年 10 月 13 日に、指定都市選挙管理委員会連合会（本市

を含めた 20 政令指定都市の選挙管理委員会で構成。）から法改正要望を行いました。 

（４）一人で投票所に行くことができない人に対し、要望があれば車での送迎を行うなど、

投票所までの誘導を行うこと。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）一人で投票所に行くことができない人への支援に関しましては、

介護保険制度の外出介助や、社会福祉協議会で実施する移動支援サービスをご利用いただ

くことを考えております。 

（５）期日前投票開始時までに、点字の候補者名簿を作成すること。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）点字候補者名簿は、告示日の 17 時以降に作成するため、告示日

翌日から始まる期日前投票には間に合いませんが、今後も、できる限り早く作成できるよ

う努めてまいります。 

（６）記入台の明るさを確保すること。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）有権者の皆様が、安全に安心して投票できるように、今後も努め

てまいります。  

（７）代筆の際のプライバシーを確保すること。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）今後も、守秘義務のある市職員で補助を行い、選挙人が誰に投票

したかが知られないよう努めてまいります。 

（８）18 歳選挙が始まったことから、市内の大学や高校に期日前投票所を設置するなど、投

票しやすい環境を整備すること。 

＜回答＞ 

（選挙管理委員会事務局）期日前投票所は、各区選管において、区役所及び臨時の２カ所を

設置しており、このうち、臨時投票所の場所については、交通の便や区役所との配置バラ

ンス及び施設確保の可能性などを総合的に考慮し、決定しています。 
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 昨年７月の参議院議員選挙では、試行的に日吉駅前にある慶應義塾大学に期日前投票所

を設置し、好評を得ました。今後もより利便性の高い場所に施設を確保できるよう検討し

てまいります。 
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