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横浜市政の推進にあたり、⽇頃から御理解、御⾼配をいただき、深く
感謝申し上げます。 

 
横浜市は、⼈⼝減少社会の到来や超⾼齢社会の進展、インフラの   

⽼朽化など、直⾯する課題を乗り越え、持続的な成⻑を実現していく  
ことを⽬指し、現在、新たな「横浜市中期４か年計画」を策定して    
います。2030（平成 42）年を展望した中⻑期的な戦略と、2021（平成
33）年度までの 4 年間に重点的に推進すべき政策を掲げ、市⺠⽣活の  
向上や横浜経済の活性化に資する施策、必要な投資を、積極的に⾏って
まいります。 

 
このたび取りまとめました提案・要望におきましても、地⽅分権改⾰

や近隣⾃治体との広域連携の推進、待機児童対策と保育・教育の安定的
な基盤づくり、学校における働き⽅改⾰、地域包括ケアシステムの構築
に向けた介護⼈材の確保・定着⽀援や医療機能の確保など、基礎⾃治体
として迅速かつ着実に取り組むべき施策を挙げています。また、⽂化  
芸術振興や国際園芸博覧会の招致、⼀層のまちづくりと国際競争⼒強化
など、次世代を⾒据えた、持続可能な成⻑に寄与する施策も挙げて   
います。 

 
国が掲げる⼈づくり⾰命、⽣産性⾰命や地⽅創⽣を実現していくには、

国と地⽅が⼀体となって取り組む必要があります。また横浜市は今後、  
「第 7 回アフリカ開発会議」、「ラグビーワールドカップ 2019™」、「東京
2020 オリンピック・パラリンピック」と、世界から注⽬が集まる 2 年間
を控えており、国や他の地⽅⾃治体と連携して、⽇本の社会・経済の  
成⻑をけん引していく決意です。 

 
関係府省におかれましては、この提案・要望に対し特段の御配慮を  

くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。 
 

平成 30 年６⽉ 
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1 物流機能の強化 
（1） BC岸壁延長など本牧ふ頭再編による機能強化 
（2） 新本牧ふ頭の早期事業化 
（3） 南本牧ふ頭MC4の早期整備 
（4） 基幹航路維持･拡大に向けた港湾コスト低減や集貨推進 
（5） ロジスティクス機能の集積・強化に向けた支援 
（6） 大黒ふ頭の岸壁整備・再編による自動車取扱機能の強化 
（7） 平成32年の LNG ﾊﾞﾝｶﾘﾝｸﾞ拠点本格始動に向けた支援 

2 クルーズ客船受入機能の強化と賑わい創出 
（1） 大黒ふ頭の超大型客船受入拠点形成に向けた CIQ 施設

等の整備支援やP3・P4岸壁の早期整備 
（2） 新港ふ頭等での受入施設整備やその周辺の回遊性を  

高める歩行者デッキ等の整備への支援 
（3） クルーズ船のホテルシップ活用に向けた施設整備への

支援 
（4） 山下ふ頭再開発に伴う基盤施設等整備への支援 
（5） 帆船日本丸の重要文化財としての保存・活用への支援 

3 安全・安心な港づくり 
（1）SOLAS制限区域の警備体制確保、設備更新への支援 
（2）「ヒアリ」等の特定外来生物の侵入・定着防止や「クサ

ギカメムシ」等の輸出貨物への付着防止への支援 
（3）海岸保全施設整備に係る事業費確保 

ふ頭機能の再編等による横浜港の国際競争力強化 
 

国土交通省、文部科学省 

【提案の背景・必要性】 
・ 横浜港は「物流機能」・「客船受入機能」の双方で国際競争力の強化を目指して
います。物流機能の強化としては、本牧ふ頭・南本牧ふ頭・新本牧ふ頭を    
コンテナ取扱拠点、大黒ふ頭を自動車取扱拠点に位置付けて整備を進めて  
います。客船受入機能の強化としては、大黒ふ頭、新港ふ頭などで受入機能の
充実を進めています。国際競争力強化を実現するためには、国と連携して   
ハード・ソフトの両面から各ふ頭機能の再編・強化を強力に推進していくこと
が不可欠です。 
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【提案内容の説明】 
1 物流機能の強化 
・ ふ頭再編の中心となる本牧ふ頭では、大型コンテナ船の着岸を可能にするための

BC岸壁延長やD5ターミナル再整備のほか、C･Dターミナルの一体運用による
利便性向上のための突堤間埋立等を事業化していく必要があります。新本牧ふ頭
や南本牧MC4も含め、それら整備に対する国費負担率の引上げ等の支援が必要
です。 

・ 港湾コストを縮減するため、施設の国有化促進や港湾運営会社整備施設への  
無利子貸付の割合増加、固定資産税軽減のほか、ユーザーが直接ガントリー   
クレーンを整備する場合等への無利子貸付制度の適用範囲拡大が必要です。また、
基幹航路を運航する大型コンテナ船の寄港促進に資する税負担の軽減措置が必要
です。 

・ 横浜川崎国際港湾㈱による集貨支援事業の強化のため、国の支援の継続、所要額
確保や補助率の引上げが必要です。 

・ 内航船を活用した集貨を充実させるため、専用バース整備や石油石炭税の軽減 
など、釜山等への外航フィーダー航路と同等以上となる条件整備が不可欠です。 

・ 広域からの集貨や東京都心の交通環境改善などに資する方策として、横浜港を利
用する物流関係車両に対して圏央道通行料金を低減する制度創設を提案します。 

・ ロジスティクス拠点の形成に向け本牧ふ頭 A 突堤で道路等の基盤整備を進める
とともに、荷役作業効率化のための AI･IoT 活用や、港湾運営会社による高度化
荷さばき施設の整備にかかる用地の国有地化、無利子貸付制度の適用範囲拡大等
が必要です。 

・ 大黒ふ頭の自動車取扱機能強化を推進するため、P3・P4 岸壁の早期全面供用を
図るとともに、ふ頭の再編整備が必要です。 

・ 船舶燃料の規制が強化される平成32年から横浜港がLNGバンカリング拠点とし
て始動できるよう、施設等整備や当面の運営にかかる経費への支援が不可欠です。 

 
2 クルーズ客船受入機能の強化と賑わい創出 
・ 超大型船の受入拠点の形成を図り、更なる寄港数増加につなげるため、大黒ふ頭
における CIQ 施設等の整備を進めるとともに P3・P4 岸壁の 32 年度早期全面  
供用が必要です。 

・ 新港ふ頭での客船受入施設整備とともに、国際観光旅客税の創設を機に、より 
一層、訪日客へのおもてなし強化や周辺地区の回遊性向上による賑わい創出を 
図っていくため、既存ターミナル（大さん橋）等の改修（快適空間創出・バリア
フリー化等）や歩行者デッキ等（みなとみらい地区 20街区周辺、新港ふ頭地区
周辺等）の整備への支援が必要です。 
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・ クルーズ船をホテルシップとして活用する際、長期係留に伴う排水・廃棄物処理、
宿泊者の利便性向上のための施設整備が必要です。 

・ 山下ふ頭再開発に伴う既存倉庫等の移転及び機能強化への支援や臨港幹線道路
をはじめとする基盤施設等の整備が必要です。 

・ 29 年 9 月に国の重要文化財に指定された帆船日本丸を、今後も大切に保存し、
広く活用を図るため、大規模修繕への支援が必要です。 

 
3 安全・安心な港づくり 
・ SOLAS制限区域の保安対策徹底のため、警備員の労働環境改善や保安設備の性能
向上が必要です。 

・ 「ヒアリ」「アカカミアリ」等の特定外来生物の侵入・定着を防ぐとともに、   
ニュージーランドで輸入検疫が強化された「クサギカメムシ」等の輸出貨物への
付着を防ぐことが必要です。 

・ 津波・高潮対策として、大黒ふ頭での海岸保全施設の整備が急務です。 
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内閣官房 
・都市間協⼒に基づく海外インフラビジネスの⼀層の推進 p17 
・ラグビーワールドカップ2019™開催に係る⽀援 p19 
内閣府 
・⼥性活躍の取組の推進 p1 
・地⽅分権改⾰の推進 p3 
・「特別⾃治市」の早期実現 p5 
・市内⽶軍施設の返還と跡地利⽤促進への⽀援 p7 
・都⼼臨海部における都市再⽣の推進 p9 
・待機児童対策の推進と保育・教育の安定的な基盤づくり p11 
・国と地⽅⾃治体が⼀丸となった⼦どもの貧困対策の推進 p31 
総務省 
・地⽅分権改⾰の推進 p3 
・「特別⾃治市」の早期実現 p5 
・三⼤都市圏の指定都市等を核とした広域連携の促進 p15 
・ラグビーワールドカップ2019™開催に係る⽀援 p19 
法務省 
・アジアにおけるMICE分野の国際競争⼒強化 p75 
外務省 
・市内⽶軍施設の返還と跡地利⽤促進への⽀援 p7 
・都市間協⼒に基づく海外インフラビジネスの⼀層の推進 p17 
財務省 
・市内⽶軍施設の返還と跡地利⽤促進への⽀援 p7 
・都市間協⼒に基づく海外インフラビジネスの⼀層の推進 p17 
・2025年問題の解決に向けた介護施設整備の促進 p39 
・花と緑を活かした都市の魅⼒づくりのための制度・⽀援の充実 p57 
・持続可能な社会の構築に資する下⽔道事業への⽀援 p59 
⽂部科学省 
・地⽅分権改⾰の推進 p3 
・待機児童対策の推進と保育・教育の安定的な基盤づくり p11 
・ラグビーワールドカップ2019™開催に係る⽀援 p19 
・学校における働き⽅改⾰の取組の促進 p21 
・⼩学校の児童⽀援を専任する教員の定数化 p23 
・外国籍等児童⽣徒に対する⽀援の拡充  p25 
・国と地⽅が⼀体となった⽂化芸術振興の推進 p27 
・国と地⽅⾃治体が⼀丸となった⼦どもの貧困対策の推進 p31 
・公共施設の⽼朽化対策の推進 p53 
・ふ頭機能の再編等による横浜港の国際競争⼒強化  p71 
 
 

提案・要望事項 府省別⼀覧 
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厚⽣労働省 
・地⽅分権改⾰の推進 p3 
・待機児童対策の推進と保育・教育の安定的な基盤づくり p11 
・2025年に向けた医療機能の確保 p29 
・国と地⽅⾃治体が⼀丸となった⼦どもの貧困対策の推進 p31 
・放課後児童健全育成事業の充実 p33 
・無料低額宿泊事業の適正化の推進 p35 
・介護⼈材の確保・定着⽀援に向けた取組の推進  p37 
・2025年問題の解決に向けた介護施設整備の促進 p39 
・⼦どもの医療費助成の充実に向けた環境整備 p41 
・国⺠健康保険に係る国庫負担⾦減額調整措置の⾒直し p43 
・国⺠健康保険への財政⽀援の拡充 p45 
農林⽔産省 
・旧上瀬⾕通信施設における国際園芸博覧会の開催要請 p47 
経済産業省 
・都市間協⼒に基づく海外インフラビジネスの⼀層の推進 p17 
・廃棄物発電事業の安定性確保に向けた⼩売電気事業者登録制度の充実 p49 
国⼟交通省 
・地⽅分権改⾰の推進 p3 
・市内⽶軍施設の返還と跡地利⽤促進への⽀援 p7 
・都⼼臨海部における都市再⽣の推進 p9 
・都市間協⼒に基づく海外インフラビジネスの⼀層の推進 p17 
・ラグビーワールドカップ2019™開催に係る⽀援 p19 
・旧上瀬⾕通信施設における国際園芸博覧会の開催要請 p47 
・国及び国の関係機関の公共事業における市内中⼩企業者の受注機会の増⼤ p51 
・公共施設の⽼朽化対策の推進 p53 
・花と緑を活かした都市の魅⼒づくりのための制度・⽀援の充実 p57 
・持続可能な社会の構築に資する下⽔道事業への⽀援 p59 
・国際競争⼒及び防災⼒強化に向けた⾼速道路等の整備推進  p61 
・連続⽴体交差事業関連及び道路の防災・安全対策の推進 p63 
・鉄道整備事業の推進 p65 
・超⼩型モビリティの実⽤化の推進 p69 
・ふ頭機能の再編等による横浜港の国際競争⼒強化 p71 
・アジアにおけるMICE分野の国際競争⼒強化 p75 
環境省 
・都市間協⼒に基づく海外インフラビジネスの⼀層の推進 p17 
・公共施設の⽼朽化対策の推進  p53 
・PCB廃棄物の期限内処理に向けた⽀援の充実 p77 
防衛省 
・市内⽶軍施設の返還と跡地利⽤促進への⽀援 p7 
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横浜市 政策局 ⼤都市制度・広域⾏政室 ⼤都市制度推進課 
〒231-0017 横浜市中区港町 1−1 

Tel：045-671-2951 Fax：045-663-6561 

この提案・要望書は以下のサイトでご覧になれます。 
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/daitoshi/teian/ 

ガーデンネックレス横浜 2018 
上：みなとエリア（平成 30 年 3 ⽉ 24 ⽇〜6 ⽉ 3 ⽇） 
下：⾥⼭ガーデン（平成 30 年 3 ⽉ 24 ⽇〜5 ⽉ 6 ⽇） 




