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○10月４日議決案件

１

草

間

議

員（自民党）

市第 20 号議案 横浜市中期４か年計画2018～2021の策定
・前回の中期４か年計画の振り返り結果についての受け止め
・新たな中期４か年計画に込めた市長の思い
・データ活用・オープンイノベーションの推進を基本姿勢に位置づけ今後どのように進めて
いくのか
・データ活用・オープンイノベーションの推進に向けた市長の決意
市第 21 号議案 横浜市港湾施設使用条例の全部改正
市第 54 号議案 平成30年度横浜市一般会計補正予算（第１号）
の２件
・条例改正の狙い
・クルーズ船社に岸壁の優先使用権を与えることの効果
・新港９号客船ターミナル整備の進捗状況
・歩行者用デッキの整備内容とその効果
・帆船日本丸大規模改修の方法
・日本丸メモリアルパークの指定管理者の選定方法の考え方
市第 23 号議案 横浜みどり税条例の一部改正
・樹林地保全の実績と評価
・横浜みどりアップ計画の成果をどう評価しているのか
・横浜みどり税を継続する理由
・横浜みどり税の使途の考え方
・市民の皆さんの実感につながる取り組みの進め方
・緑の保全・創出の取り組みを進めていく上での市長の決意
・横浜みどり税と森林環境税との関係性
・森林環境譲与税を充当する具体的な事業の方向性
市第 25 号議案 横浜市スポーツ施設条例の一部改正
・横浜武道館の整備の目的
・横浜武道館の施設内容
・市民の皆さんが利用しやすい施設・利用料金とするべきとの考えに対する市長の見解
市第 28 号議案 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部改正
・小児医療費助成を拡大するに当たっての市長の決意
・市長が率先して国に対し全国統一的な助成事業の実施を要望すべきとの考えに対する市長
の見解
市第 32 号議案 高規格救急車の取得
・現在実施している救急需要対策と需要予測を踏まえた今後の取り組み

－1－

市第 40 号議案 公立大学法人横浜市立大学の中期目標の変更
・データサイエンス学部設置から半年たったところでの所感
・国際総合科学部再編の狙い
・留学生の就職支援の今後の展開
・大学を取り巻く環境の変化に対する課題認識
市第 41 号議案 横浜市市庁舎中層部内部整備工事（第１工区建築工事）請負契約の締結
市第 42 号議案 横浜市市庁舎中層部内部整備工事（第２工区建築工事）請負契約の締結
市第 43 号議案 横浜市市庁舎中層部内部整備工事（空気調和設備工事）請負契約の締結
の３件
・市庁舎中層部内部整備工事に先行する本体工事の進捗状況
・新市庁舎に導入する燃料電池の特徴
・新市庁舎の環境性能については完成を待たずに積極的にＰＲしていくべきとの考えに対す
る市長の見解
市第 54 号議案 平成30年度横浜市一般会計補正予算（第１号）
・ブロック塀等対策関連事業
・自民党からの緊急要望を踏まえたブロック塀の対策状況
・新制度創設の狙い
・将来的には法人も補助の対象に含めることを検討すべきとの考えに対する市長の見解
・ＳＤＧｓ未来都市推進プロジェクト事業
・本市のＳＤＧｓ未来都市の取り組みの概要
・ゼロカーボンヨコハマに向けた決意
・ＳＤＧｓ未来都市の取り組みをゼロカーボンヨコハマにつなげるべきとの考えに対する
市長の見解

２

大

山

議

員（民権フ）

市第 20 号議案 横浜市中期４か年計画2018～2021の策定
・パブリックコメントでＩＲに対して否定的な意見が多かったことに対する受け止め
・ＩＲに関していつ頃どのような方法で市民意見をとろうと考えているのか
・前回の中期４か年計画を振り返っての評価と点数
・最終振り返り結果が具体的にどう原案に生かされたのか
・ＳＤＧｓについて中期４か年計画との関連をより明確にし市民の皆さんや計画を進める職
員の皆さんに分かりやすくより理解を深めてもらうように進めていくべきとの考えに対す
る見解
・中期４か年計画の指標は当該政策の目標が達成されたかより明確に判断できるものとすべ
きとの考えに対する見解
市第 21 号議案 横浜市港湾施設使用条例の全部改正
・条例改正により緑地の利用がどのように変わるのか
・港湾緑地にどのような施設が想定されるのか、また許可に当たっての考え方
・立地促進に向けたプロセスやスケジュール

－2－

市第 23 号議案 横浜みどり税条例の一部改正
・横浜みどり税を現行と同じ内容で提案した理由
・５カ年における森林環境譲与税の譲与見込額
・三重の税負担というイメージへの対応
・これまでの横浜みどりアップ計画の取り組みに対する課題
・これからの緑の取組の特徴
・横浜みどりアップ計画においても次世代を担う子供たちが緑に親しむ取り組みが大切と考
えることに対する見解
・横浜みどりアップ計画や横浜みどり税の広報の進め方
・横浜みどりアップ計画の取り組みは全庁的に進めるべきとの考えに対する見解
市第 25 号議案 横浜市スポーツ施設条例の一部改正
・横浜武道館の利用料金のコンセプトと料金決定のプロセス
・市民利用と興行利用のバランスの具体的な取り方
・利用者をふやす取り組みと稼働率の目標
市第 28 号議案 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部改正
・小児医療費助成制度の事業効果
・データに基づいて本事業の効果を調査していくべきとの考えに対する見解
・所得制限の撤廃についての考え方
市第 33 号議案 西区みなとみらい六丁目所在市有土地の処分
・開発されるオフィスとホテルの規模と音楽アリーナの来場者見込み
・みなとみらい２１地区内に複数ある音楽アリーナとの共存の考え方
市第 40 号議案 公立大学法人横浜市立大学の中期目標の変更
・国際総合科学部の再編に至った理由
・各学部の定員を変更した理由
・国際総合科学部の成果を学部再編後にどのように生かしていくのか
市第 54 号議案 平成30年度横浜市一般会計補正予算（第１号）
・民地におけるブロック塀等改善事業
・高さ2 . 2メートルを超えるブロック塀の改善に向けた所有者への働きかけの進め方
・補正予算に計上した3 0 0件の根拠
・ブロック塀改善に向けた決意
・ＳＤＧｓ未来都市推進プロジェクト事業
・ＳＤＧｓ未来都市のプロモーション
・ＳＤＧｓデザインセンター（仮称）の仕組みと目的
・ＳＤＧｓデザインセンター（仮称）の実現に向けた取り組み
市第 55 号議案 平成30年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算（第１号）
・新綱島駅周辺地区土地区画整理事業
・バス乗降場の再編計画では利用者の利便性が確保されるよう検討すべきとの考えに対す
る見解
・綱島東口エリア全体で進められているまちづくりに対する意気込み

３

斎藤(真)議

員（公明党）

市第 20 号議案 横浜市中期４か年計画2018～2021の策定
・新たな計画における人権施策の取り組みの方向性
・新たな計画における国際平和の推進に関する基本的な考え方
－3－

市第 21 号議案 横浜市港湾施設使用条例の全部改正
・条例改正により目指す港湾の姿
・条例改正による効果
市第 23 号議案 横浜みどり税条例の一部改正
・横浜みどり税を導入していることによる成果
・前回の条例改正時に議会から付した附帯意見の対応状況
・横浜みどり税の意義と今後の活用の方向性
市第 25 号議案 横浜市スポーツ施設条例の一部改正
・横浜武道館とメインアリーナの位置づけ
・横浜武道館の利用料金の考え方
・メインアリーナの利用料金の考え方
市第 28 号議案 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部改正
・未就学児までの制度を段階的に中学３年生までと拡大することについての所感
・所得制限の緩和の内容と時期についての考え方
市第 33 号議案 西区みなとみらい六丁目所在市有土地の処分
・今回の土地処分についての評価
・都心臨海部のにぎわい形成における当該開発の評価
・みなとみらい２１地区における今後の土地処分に向けた取り組み
市第 54 号議案 平成30年度横浜市一般会計補正予算（第１号）
・市立学校ブロック塀対策事業
・撤去工事に係る今後のスケジュール
・民地におけるブロック塀等改善事業及び身近なまちの防災施設整備事業
・身近なまちの防災施設整備事業の見直し内容
・工事に対する補助制度についての市民からの問合せ状況
・補助制度が継続的に活用されブロック塀の改善が進んでいくための今後の取り組み
・ＳＤＧｓ未来都市推進プロジェクト事業
・ＳＤＧｓ未来都市への提案時にアピールした点
・アピールした点をＳＤＧｓ未来都市の取り組みに生かす方法
・ＳＤＧｓ未来都市の取り組みを通じて本市のＳＤＧｓ達成に貢献する方法
・帆船日本丸大規模改修事業
・帆船日本丸の保存活用策の検討状況
・帆船日本丸支援のための取り組み
・帆船日本丸の大規模改修の公開の考え方

４

み

わ

議

員（共産党）

市第 20 号議案 横浜市中期４か年計画2018～2021の策定
・今後４年間の市政の重大な方向性を決める本計画はパブリックコメントだけでなく第７期
横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画でも行った各区での説明会のように市民意
見をより多く直接聴取する機会を設けるべきとの考えに対する見解
・パブリックコメントに多く寄せられたカジノに関する反対意見を原案に反映するべきとの
考えに対する見解
・パブリックコメントに多く寄せられた中学校給食に関する要望は学校給食法に基づいて原
案に反映させるべきとの考えに対する見解

－4－

市第 23 号議案 横浜みどり税条例の一部改正
・横浜みどり税の延長に当たってこれまで通りの低所得者の負担が大きい一律の市民負担の
仕組みのままで応能負担導入や大規模開発事業者への負担を求めることもなく横浜市税制
調査会の答申のまま延長することは市民の納得が得られないとの考えに対する見解
市第 25 号議案 横浜市スポーツ施設条例の一部改正
・横浜武道館の武道場の利用料金は武道場の機能も有した横浜文化体育館の利用料金と同程
度で市民が利用できるようにするべきとの考えに対する見解
・横浜武道館のアリーナが興業が中心の本館メインアリーナ施設と一体的に利用される興業
等に供されることで市民利用中心の施設機能が損なわれることがあってはならないとの考
えに対する見解
市第 28 号議案 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部改正
・中学３年生までの拡大にあわせ所得制限を撤廃するべきとの考えに対する見解
・一部負担金は受診抑制となっていることから撤廃するべきとの考えに対する見解
・小児医療費助成制度を高校３年生相当の年齢まで拡大するべきとの考えに対する見解
市第 33 号議案 西区みなとみらい六丁目所在市有土地の処分
・土地開発公社の解散に当たり本市が当該土地を購入した際の簿価は約350億2,657万円で今
回の売却は約165億2,680万円という半額以下で売却することになった責任があるとの考え
に対する見解
市第 47 号議案 市場小学校けやき分校新築工事（建築工事）請負契約の締結
・市場小学校けやき分校やみなとみらい本町小学校のように建設して10年で学校を壊してし
まうことは大型開発を規制しない無秩序なまちづくりを招いているとの考えに対する見解
市第 49 号議案 日吉台小学校第二方面校（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の締結
・新しくできる箕輪小学校の北側に建設されるマンションは学校用地から５メートルの位置
に60メートルの高さでそびえたつことになるので、日大中・高等学校のある東側と同様に
高さ31メートル以上は20メートル離して建設させるよう働きかけるべきとの考えに対する
見解
市第 54 号議案 平成30年度横浜市一般会計補正予算（第１号）
・通学路上にあると報告されている5 , 0 0 0カ所以上の危険とされているブロック塀等は建築
局職員が７割程度確認したと聞いているが建築基準法違反等の危険なブロック塀の数
・建築局が専門家として判断した危険なブロック塀の所有者には新しくできるブロック塀等
の除却及び新設に係る補助金制度の申請を待つのではなく市から働きかけて危険を除去し
て安全な通学路とするべきとの考えに対する見解
・学校・地域の力を借りて調査した通学路の危険箇所について建築局からの報告が未だにな
いままでの教育委員会としての安全通学路に対する責任
・生活保護受給者など低所得者がブロック塀等の除却及び新設に取り組めるよう補助金額の
引き上げの特例措置を講じるべきとの考えに対する見解
・区役所にブロック塀に係る専門知識を有する人材を配置し区民からの相談体制を構築すべ
きとの考えに対する見解

５

井

上

議

員（井上さ）＜５分＞

市第 20 号議案 横浜市中期４か年計画2018～2021の策定
・市民意見の受け止め・反映
・ＩＲカジノについて検討としたことの目的・真意

－5－

６

豊

田

議

員（豊

田）＜６分＞

市第 23 号議案 横浜みどり税条例の一部改正
・計画のバージョンアップ・イノベーションの取り組み
・地域コミュニティーとの連携・支援の拡充
・地域福祉活動の中での緑花の推進・支援
市第 49 号議案 日吉台小学校第二方面校（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の締結
・隣接するマンションエリアと小学校との協力協定締結に対する市長及び教育長の見解

７

磯

部

議

員（無所属）＜８分＞

市第 23 号議案 横浜みどり税条例の一部改正
・横浜みどりアップ計画で進めてきた農業施策の成果
・これからの緑の取組における農業施策への横浜みどり税の充当の考え方
・市民や企業の参画をより一層得ながら横浜みどりアップ計画を進めていくべきとの考えに
対する見解
市第 28 号議案 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部改正
・現行の小児医療費助成制度を県及び市がどのような役割で実施していくべきと考えるのか
・神奈川県に対し引き続き補助金の増額について強く要望していくべきとの考えに対する見
解
市第 33 号議案 西区みなとみらい六丁目所在市有土地の処分
・音楽アリーナを中心とした大規模な開発がみなとみらい２１地区のまちづくりにもたらす
効果
・現在実施中の市有地での開発事業者公募ではどのような開発を誘導しようとしているのか
・みなとみらい２１地区の開発の仕上げに向けた取り組み
＜

＞は発言申告時間

－6－

