議

１

髙橋(徳)議

市第 128 号議案

案

関

連

質

疑（２月１６日）

員（自民党）
第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定

・第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の特色
・今回の計画における認知症施策の方向性
・介護分野におけるＩＣＴの活用
市第 129 号議案

よこはま保健医療プラン 2018 の策定

・よこはま保健医療プラン 2018 策定の目的
・今回の策定に当たり重視したポイント
・ＡＩやＩｏＴなども含め情報通信技術の活用を推進することが効率的・効果的な医療提供
体制構築には重要との考えに対する市長の見解
市第 130 号議案

横浜教育ビジョン 2030 の策定

・横浜教育ビジョン 2030 策定に当たっての基本的な考え方
・いじめ防止に向けた取り組みに係る横浜教育ビジョン 2030 での言及
・横浜教育ビジョン 2030 に基づき子供たちが本物に触れる機会をオール横浜の見地からよ
り一層創出するべきとの考えに対する市長の見解
市第 133 号議案

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例の制定

・これまでの放置自転車対策に対する評価
・附置義務条例の基本的な考え方と期待される効果
水第 ６ 号議案

横浜市水道料金等在り方審議会条例の制定

・前回（平成 13 年４月）の水道料金改定の背景
・前回料金改定議決の際の附帯意見の内容と対応状況
・平成 30 年度から審議会で水道料金等のあり方を検討する背景
・審議会答申への対応の考え方
市第 134 号議案

横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例の全部改正

・条例のこれまでの成果に対する評価
・条例を改正する狙い
・関内周辺地域において支援を拡充する考え方
・先端技術工場への支援を強化する狙い
市第 147 号議案

横浜市建築基準条例の一部改正

・本市の総合的ながけ地対策
・レッドゾーンの指定に向けた調査内容と今後のスケジュール
市第 149 号議案

横浜市立学校条例の一部改正

・肢体不自由特別支援学校の再編整備計画の理念
・方針変更に至った経緯及びその理由
・教員数やスクールバス路線等に代表される学校や教育の質が分校になっても維持されるの
か
・これまでの計画の発表の仕方や保護者への説明等についての教育長の見解

－1－

市第 158 号議案

損害賠償についてのあっせんの申立て

・東京電力に賠償請求を行う根拠及び考え方
・ＡＤＲセンターに申立てを行う理由
・申立てに当たっての考え方
市第 160 号議案

平成２９年度横浜市一般会計補正予算（第６号）

・帆船日本丸大規模改修事業
・国が補正予算を計上した理由
・大規模改修の全体像

２

坂

本

議

市第 128 号議案

員（民進党）
第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定

・第７期計画における介護人材確保の考え方
・新たに介護人材の確保を進めるための本市独自の取り組み
・海外から介護人材を受け入れることの必要性
市第 129 号議案

よこはま保健医療プラン 2018 の策定

・2025 年に向けた医療提供体制の構築のポイント
・今後の病床機能の確保に向けた考え方
・医療人材の確保に向けた考え方
市第 130 号議案

横浜教育ビジョン 2030 の策定

・横浜教育ビジョン 2030 の教育を進めることにより子供たちの学びがどのように変わって
いくのか
・横浜教育ビジョン 2030 が目指す教職員の姿
・横浜教育ビジョン 2030 における学校と地域の連携・協働についての考え方
・地域との横浜教育ビジョン 2030 の共有方法
市第 131 号議案

横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例の制定

・条例を制定する狙い
・市民の安全安心のため苦情やトラブルに対応できる体制づくりが大切との考えに対する見
解
市第 133 号議案

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例の制定

・既存施設や小規模な店舗等を努力義務とした理由
・今後の放置自転車対策の考え方
・関係者等への説明状況及び今後の周知方法
水第 ６ 号議案

横浜市水道料金等在り方審議会条例の制定

・前回の料金改定から現在までの料金収入の推移
・前回の料金改定以降、大幅な減収となる中でこれまでどのような努力をしてきたのか
・他都市における料金改定の状況
・今後の経費節減策や財源確保の取り組み
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市第 134 号議案

横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例の全部改正

・工業集積地域に支援対象エリアを追加する考え方
・特定地域外の企業立地も支援対象とする狙い
・テナント企業誘致の強化を図る考え方
市第 147 号議案

横浜市建築基準条例の一部改正

・レッドゾーンの指定に向けた取組状況
・レッドゾーンの指定に向けた関係団体への周知
市第 149 号議案

横浜市立学校条例の一部改正

・小規模校対策についての教育委員会の対応
・分校における責任職の対応
・将来に向けて県との連携・協力体制をしっかりと構築すべきとの考えに対する見解

３

斎藤(真)議

市第 128 号議案

員（公明党）
第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定

・地域共生社会の実現に向けた地域づくりの進め方
・本人の自己決定支援の進め方
市第 129 号議案

よこはま保健医療プラン 2018 の策定

・同時改定となる第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画との連携についての
考え方
・在宅医療の充実に向けた今後の施策展開
市第 130 号議案

横浜教育ビジョン 2030 の策定

・横浜教育ビジョン 2030 を策定する理由
・横浜の教育の方向性における新たな視点
・横浜教育ビジョン 2030 に対する市長の考え
市第 131 号議案

横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例の制定

・国際交流を促進するボランティアによるホームステイは条例の制限対象になるか
・住宅宿泊事業者に対する指導・監督の体制
・住宅宿泊事業法の届け出を行わずに宿泊事業を営んでいる事業者への対応
市第 133 号議案

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例の制定

・対象施設や基準の考え方
・商店街における駐輪対策の考え方
・今後の駐輪対策の方向性
水第 ６ 号議案

横浜市水道料金等在り方審議会条例の制定

・審議会での具体的な審議の進め方
・審議会委員選任の考え方
・累積資金残額が中期経営計画の財政収支計画と比較して改善している理由
市第 134 号議案 横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例の全部改正
・中小企業支援強化の具体的な内容
・市内企業の事業機会の拡大に向けた取り組み
・研究開発型賃貸ビルへの支援制度を創設する狙い
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市第 147 号議案

横浜市建築基準条例の一部改正

・市民に対する土砂災害特別警戒区域の周知方法
・土砂災害特別警戒区域における市民への支援策
市第 149 号議案

横浜市立学校条例の一部改正

・左近山特別支援学校を整備する意義や学校の特色
・再編整備による肢体不自由児の教育環境の向上
・障害児の教育にはＩＣＴの活用が有効との考えについての見解
市第 158 号議案

損害賠償についてのあっせんの申立て

・東京電力の賠償の考え方
・平成 23 年度請求分のうち既に支払われた費用及び支払われていない費用
・申し立てのタイミングで遅延損害金を請求する理由
市第 160 号議案

平成２９年度横浜市一般会計補正予算（第６号）

・急傾斜地崩壊対策事業
・補正予算を計上する理由
・補正予算による事業進捗への効果

４

宇佐美

議

市第 128 号議案

員（共産党）
第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定

・横浜市が責任を持つことを明記するべきとの考えに対する市長の見解
・介護人材の具体的な確保計画策定に対する見解
・行き場を失った高齢者の受け皿について誰が責任を負っているのか
・市営住宅や養護老人ホームなど公的施設の増設を早期に整備することを本計画に盛り込む
べきとの考えに対する見解
市第 129 号議案

よこはま保健医療プラン 2018 の策定

・長期にわたり療養が必要な方々のための病床数をふやすために診療報酬の引き上げを国に
求めるべきとの考えに対する見解
・本市から病院への経常的な財政支援が必要との考えに対する見解
市第 130 号議案

横浜教育ビジョン 2030 の策定

・2008 年に策定したビジョンのもとで起きた事態を教育長はどのように受け止めているのか
・35 人以下学級実現・教員増をビジョンに明記するべきとの考えに対する見解
市第 131 号議案

横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例の制定

・本市も他の自治体に倣い規制強化すべきとの考えに対する見解
水第 ６ 号議案

横浜市水道料金等在り方審議会条例の制定

・今回の審議会が値上げを前提としたものと言わざるを得ないとの考えに対する見解
市第 148 号議案

横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正

・告示を撤回し計画をゼロから見直すべきとの考えに対する見解

－4－

市第 149 号議案

横浜市立学校条例の一部改正

・５校体制を撤回しそのまま学校として存続すべきとの考えに対する見解
・説明を部下任せにした理由
・今回の条例を提案したことへの見解
・任命権者としての市長の考え

５

大

桑

議

市第 130 号議案

員（無保会）＜10 分＞
横浜教育ビジョン 2030 の策定

・コミュニケーション力の育成
・子供たちが楽しく通える学校づくり
市第 131 号議案

横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例の制定

・住宅宿泊事業の実施を月曜日の正午から金曜日の正午まで制限する理由
・住宅宿泊事業者からの届け出を受理する際の提出書類のチェック体制
水第 ６ 号議案

横浜市水道料金等在り方審議会条例の制定

・審議会に期待すること
・将来世代に負担を残さないよう必要な料金改定を適切な時期に行うべきとの考えに対する
見解
市第 134 号議案

横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例の全部改正

・適用期間を３年間とした理由
・今後の税収効果の見込み
市第 149 号議案

横浜市立学校条例の一部改正

・このタイミングで分校案とした理由
・このタイミングで条例改正を行う必要性
・有識者による検討会で出された意見

６

磯

部

議

市第 128 号議案

員（無所属）＜10 分＞
第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定

・計画に対する関係者や市民の意見の確認手法と意見の内容
・関係者や市民に計画の内容を理解していただくための取り組み
・地域の活動の把握とその情報の活用方法
市第 131 号議案

横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例の制定

・条例違反に対する対応
・建築協定区域において住宅宿泊事業の実施の可否を話し合い、協定の見直しを検討するた
めの支援も必要であるとの考えに対する見解
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水第 ６ 号議案

横浜市水道料金等在り方審議会条例の制定

・審議会での議論で想定する期間
・人口減少や節水化が将来の料金収入に与える影響
・世代間の料金負担の公平性に関する見解
市第 134 号議案

横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例の全部改正

・関内再生事業を創設する狙い
・研究開発機能への支援を強化する狙い
市第 149 号議案

横浜市立学校条例の一部改正

・地域の合意形成に向けた取り組みの考え方
・上菅田小学校の建てかえの検討状況と今後の進め方
・保護者や児童の負担を減らすための取り組み

＜

＞は発言申告時間
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