
　　30年度予算案は、新たな中期計画の初年度であり、市長３期目の最初の予算案と
なります。30年度の税収は、企業収益の拡大などにより増収となっていますが、市内中
小企業はまだまだ厳しいところがあります。人口減少・少子高齢化への対応は喫緊の課
題であり、また、都市インフラの老朽化へも計画的に手立てを講じる必要があります。そ
こで、30年度予算案の基本的な考え方について、うかがいます。
　　市民に約束した施策を実現し、横浜を、将来にわたり夢と希望にあふれる都市に発展
させていくために、全力で取り組みます。新たな中期計画の初年度として、力強い経済成
長と文化芸術創造都市の実現、花と緑にあふれる環境先進都市への取組、超高齢化への
挑戦、未来に向けた人づくり・都市づくりなどに力強く大胆に踏み出す予算案としました。

　　「新たな中期計画の基本的方針」が示され、今後４年間の市政の羅針盤となる計
画の策定に向け、市会でも、将来の横浜に向けた政策を大いに議論するべきと考えま
す。そのためには、横浜を取り巻く社会・経済状況の変化や、SDGs（※）など国際的な
動向を的確に捉え、直面する課題にともに向き合うことが欠かせません。そこで、市が特
に危機感を感じている課題について、うかがいます。
　　将来人口推計では、2019年をピークに人口が減少に転じると見込まれ、人口減少・
超高齢社会が進展する中で、市民の生活をしっかり守り、横浜の魅力と活力を向上させ
ていくことが課題です。また、持続可能な消費や生産、気候変動対策などは世界共通の
課題であり、国連で採択されたSDGsの視点を持って対応する必要があると考えます。

　　全世代型の持続可能な社会を構築していく上で、人々の生活の場である住宅地の
活力の維持・向上が欠かせません。新たな中期計画では、将来の活力ある横浜を実現し
ていくためにも、特に若い世代に選ばれる魅力あるまちづくりを進めるべきだと考えます
が、いかがですか。
　　子育て、教育、福祉などのニーズにしっかりと応えていくことを基本とし、駅周辺で
は、地域の生活や経済を支える拠点として魅力を高めていきます。また、住宅地では、自
然環境を生かしながら、団地再生等の取組を推進します。さらに、米軍施設跡地などで
の戦略的な土地利用により、新たな雇用や魅力ある住環境を創出し、若い世代に選ばれ
るまちづくりを進めていきます。

　　人や企業を呼び込むとして、規制緩和による開発を進めることは、企業にもうけさせ
るためとして、企業にとって至れり尽くせりです。「世界で一番企業が活躍しやすい国を目
指す」という国策に沿ったこれらの政策は、「住民の福祉の増進を図る」とする地方自治
体の目的とは相いれないものだと考えますが、いかがですか。
　　地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、市民の幸せな暮らし
を確保していく使命があります。生産年齢人口が減少する中、都市の活力を維持し、市
民の安全・安心を守るためにも、企業誘致をはじめとした市内経済活性化を力強く進
め、財政基盤の強化を図っていく必要があります。

　　Y-PORT事業では、そのプラットフォームであるY-PORTセンターの機能強化に取り
組み、29年７月には公民連携オフィスが開設されています。これにより市内企業による
主体的な海外インフラビジネスの事業形成に向けて、より協力的な支援が行われている
ものと思います。そこで、公民連携オフィス開設後の活動状況について、うかがいます。
　　横浜市国際局職員に加え、インフラ輸出の専門性を持った民間人材が、都市間連
携の推進から市内企業の事業化支援に至るまで、一貫した活動を行っています。また、市
内中小企業が中心になって設立した一般社団法人YUSAが入居し、海外都市に向けて、
市内企業の強みを生かした事業提案を行っています。

　　国連からピースメッセンジャー都市の称号を贈られ、長年にわたり、様々な国や地
域の人 と々の交流を通じて、市民相互の信頼と協力を促進し、世界平和と安定に貢献し
てきた横浜市は、「核兵器のない世界」という普遍的な価値の共有に向けて中心的な役
割を果たすことができると考えます。そこで、核兵器のない世界の実現に向け、世界の都
市との連携を一層推進していくべきと考えますが、いかがですか。
　　市はこれまでも、海外都市との共同声明のなかで、「世界の平和と発展への貢献」
を目指すなど、都市間連携を通じた平和の取組を進めています。今後もピースメッセン
ジャー都市として、姉妹都市等の関係や平和首長会議など、あらゆる機会を捉えて、市
民社会共通の願いである核兵器廃絶と国際平和の実現に向けて、世界の都市との連携
を一層推進していきます。

　　30年は、サッカーワールドカップが開催されることに加え、「ロシアにおける日本
年」、「日本におけるロシア年」ということで、外務省のロシア関連予算案では29年度の
３倍近い予算が組まれ、様々な取組が行われることが期待されます。また、横浜市国際
局も、国、関係団体、企業などと積極的に情報収集を進めていると聞いています。そこ
で、30年度において、ロシアの都市との交流に具体的にどのように取り組んでいくのか、
うかがいます。
　　30年３月に、市職員をモスクワとサンクトペテルブルクに派遣し、意見交換及び情
報収集を行う予定です。都市間交流の開始や交流の継続のためには、参画する企業や
市民レベルの交流の可能性や機運の高まりを探る必要があり、ロシア側は期待をしてい
るのではないかと思います。

　　横浜には４つのプロスポーツチームがあり、試合日には市内外から大勢の観戦客で
大いに賑わっています。今後、ラグビーワールドカップ2019TM、東京2020オリンピック・
パラリンピックでは、多くの集客が予想できます。「新たな中期計画の基本的方向」にお
いても、「スポーツの力により新たな価値・産業・賑わいを創出します」との記載があり、
人々が集い、活気あふれるまちを目指すために、スポーツの力をもっと活用すべきと考え
ますが、いかがですか。
　　今後、プロスポーツとの連携や大規模スポーツイベントの開催を通じて集客を促進
するとともに、試合会場周辺エリアも含めて一体的にとらえ、観光や食などとの融合によ
る新たな価値や賑わいの創出など、スポーツを街の活性化につなげていくための取組を
民間と一緒に進めていきます。　

　　保育ニーズの高まりにより、特に保育士不足は全国的にも大きな課題となっていま
す。保育士の採用・定着は一義的には事業者の責任ですが、行政においても、事業者と
一体となって横浜の保育の魅力を伝え、横浜の保育所で働き続けてもらうように取組を
進めていくことが必要だと思います。そこで、保育士確保にどのように取り組んでいくの
か、うかがいます。　
　　保育士を目指す若者が増えるよう、保育の楽しさや魅力を積極的にPRするととも
に、新たにセミナーや巡回相談を実施し、事業者の採用活動を支援します。また、保育士
が長く働き続けられるように、市独自に処遇改善を図ります。保育士確保は厳しい状況
が続いています。新たな担い手の確保と保育士の定着に全力で取り組んでいきます。　

　　29年４月から通院助成の対象を小学校６年生まで拡大した際、市長はこの事業を
将来にわたって持続可能な制度とするために、新たに拡大する小学４・５・６年生につい
ては、全額助成ではなく、通院１回当たり500円までの負担をお願いしました。そこで、
31年４月から中学３年生まで拡大する場合の一部負担金について、どのように考えてい
るのか、うかがいます。
　　厳しい財政状況の中さらなる対象拡大を実現していくためには、将来にわたって持
続可能な制度にしていくことが大変重要なことだと考えます。このため、中学１・２・３年
生についても、通院１回当たり500円まで負担いただく方向で、検討を進めていきます。

　　後期高齢者や要介護認定者の増加に伴い介護需要が拡大する中、介護人材の不
足解消が社会的課題となっています。厚生労働省によると、団塊の世代が全員75歳を迎
える2025年には、全国で約38万人、神奈川県では約２万5,000人の介護人材が不足す
ると見込まれ、このままでは十分な介護サービスが受けられない状況です。そこで、介護
人材支援事業の取組について、うかがいます。　
　　介護事業者と協力しながら、さらなる介護人材の確保に向けて、これまでにない、市
独自の新規事業に取り組みます。政令市で初の取組となる介護職員の住居借上支援事業
の実施や、介護福祉士を目指す外国人留学生を始めとする介護人材の確保に努めていき
ます。

　　医療・介護が必要になっても地域で安心して生活し続けるためには、介護の人材の
ほかに看護の人材も必要になります。特に訪問看護は、医療と介護をつなぐ役割があり、
重要と考えます。そこで、訪問看護師の人材確保や対応力向上の取組について、うかがい
ます。
　　横浜在宅看護協議会等と協力し、就職説明会や新任者を対象とした育成研修、離
職防止研修を開催します。また、質の高い看護が提供できるよう、がんや褥瘡（※）など
について、病院勤務の専門看護師などから具体的なアドバイスや支援が受けられる仕組
みを整えていきます。

　　厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」では、副題が「認
知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて」とされ、生活支援や社会参加、安全確保
等が示されています。横浜市では、介護データの活用によって地域特性を分析し、それに
応じた施策を行おうという状況にあります。そこで、市として、認知症の人にやさしいまち
づくりにどのように取り組んでいくのか、うかがいます。
　　市民理解を広げるため、認知症サポーターの養成など、認知症に関する正しい知識
の普及啓発を行います。また、全区で警察や公共交通機関等と連携し、行方不明になっ
た人を発見するSOSネットワークに取り組み、中には、見守り訓練等を行っている地域も
あります。さらに、市として早期発見につながる見守りツールを導入し、認知症にやさしい
まちづくりを進めていきます。

　　2025年が近づき、地域包括ケアシステムの構築への対応が迫られています。高齢
者が住み慣れた地域で生きがいと尊厳を持って生き続けられるために何が必要か考える
ことが大切です。世代交代ではなく世代継承として、あらゆる年代が集える地域社会に
することが地域活力の向上につながると思います。そこで、高齢者が年を重ねても前向き
に社会に関われることが重要だと考えますが、いかがですか。
　　高齢者を尊重し、その人らしい尊厳を保ちながら、暮らし続けられる地域づくりが重
要です。そのため、身近な地域での居場所や交流の機会を広げていきます。また、人生
経験が豊かであることを積極的にとらえ、就労や社会参加を進め、地域を支える担い手
ともなることで、活力ある高齢社会を構築していきたいと考えます。

　　「第２期健康横浜21」では、10年間にわたり健康寿命を延ばすことを目標に掲げ、
生活習慣の改善と生活習慣病の予防に取り組んでいくこととしています。生活習慣の改
善には、まず健診を受け、自身の健康状態に気づいていただくことが必要ですが、市の国
民健康保険でも、より多くの方が受けていただけるよう、特定健康診査を無料化すると
聞きました。そこで、市の国民健康保険における健康増進に向けた取組について、うかが
います。　
　　特定健康診断を無料化することにより、多くの人が健診を受診し、自身の健康を考
えるきっかけとしていただくことが最大の効果と考えます。あわせて、そこで得られた健診
データをデータヘルス計画の中で活かし、糖尿病重症化予防等の保健事業を効果的に
進め、加入者の健康増進に取り組んでいきます。

　　現在検討されている政府の生活保護基準の見直しにより、扶助費が下がる世帯は
67％と言われており、生活保護利用者の生活の悪化を加速させることになります。そこ
で、政府に対し、生活保護基準の引き下げ中止を求めますが、いかかですか。また、今後、
政府が生活保護基準を引き下げた場合に、就学援助制度をはじめとした市の事業に影
響が及ばないようにすることを求めますが、いかがですか。
　　生活保護基準の見直しの詳細については国から示されていませんが、今後もその動
向に注視していきます。生活保護基準の引き下げに伴う影響については、それぞれの事
業の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、国の基本的な考え方を踏まえ、できる限り
その影響が及ばないよう対応していきます。

　　望まない受動喫煙を防ぐことや屋外分煙施設の整備促進は、自治体において積極
的に進めていくべき課題です。現在、横浜市には６地区の喫煙禁止地区が指定されてお
り、30年３月からは戸塚駅周辺を、30年度中には二俣川駅周辺を指定するとのことです
が、喫煙禁止地区であることにとらわれず喫煙所を整備していくことも視野に入れていく
べきです。そこで、喫煙禁止地区以外での屋外受動喫煙対策の進め方について、うかが
います。
　　喫煙禁止地区以外の屋外受動喫煙対策の進め方ですが、人が多く集まる駅周辺等
において分煙環境の整備に向け、新たな喫煙禁止地区の指定や、駅周辺の喫煙所整
備、また、地域による美化活動との連携など、実情に応じた対策を検討していきます。

　　高速鉄道３号線の延伸については、30年度中に事業化の判断が行われることと
なっており、長年の間、地元をはじめ多くの市民から期待が寄せられ、市の発展に寄与す
る重要な路線でもあります。そこで、高速鉄道３号線の延伸の整備効果とともに、ルート
選定の基本的な考え方について、うかがいます。
　　新幹線へのアクセス強化や、小田急線を経由する東京都心方面への新たな経路の
確保など、広域的な交通
利便性が向上します。ま
た、新横浜都心の機能
強化や、新駅設置を契機
としたまちづくりにつな
がるなど、大きな効果が
期待できます。
　ルート選定について
は、事業の採算性を確保
した上で、横浜市にも川
崎市にも整備効果の高
い路線となるよう、30年
度内の事業化判断に向
けて、総合的に検討を進
めていきます。

　　横浜の持続的な成長のためには人を呼び込む政策を進めていくことが不可欠です
が、建築や開発に関する様々な規制がその障害となっているのではないかと考えます。
都市計画法の改正により、都市づくりを進める上での上位計画である「都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針」（整開保）等の決定権限が県から移譲されました。この機
会を捉え、規制緩和策をはじめとした取組を進め、今後の土地利用誘導においては、戦
略性を持って積極的に取り組む必要があると考えますが、いかがですか。
　　現在改定中の整開保では、市街化調整区域となっている鉄道駅やインターチェン
ジ周辺、米軍施設跡地において、緑や農の保全などとのバランスをとりながら都市的な
土地利用の誘導を図ります。これにより、市の独自性を発揮し、地区のポテンシャルを最
大限に活かして、持続的な都市の成長・発展につながる土地利用の誘導を積極的に進
めます。　

　　横浜スタジアムの改修では6,000席が増席され、横浜文化体育館の再整備におい
てはアリーナが整備され、また、横浜武道館も整備されます。この流れを生かし、関内・
関外地区をスポーツに親しみやすい街としていき、横浜DeNAベイスターズをはじめとす
るプロスポーツのチームと積極的な連携をしていくべきだと考えます。そこで、スポーツと
いう観点を、現市庁舎街区の活用や、関内・関外地区のまちづくりに積極的に取り入れ
ていくことが必要と考えますが、いかがですか。
　　関内・関外地区においては、これまでの歴史、文化・芸術に加え、スポーツ・健康と
いう視点も重要で
あると考えます。横
浜スタジアムや横
浜文化体育館と、
現市庁舎街区など
の拠点を十分に連
携させ、相乗効果
を生み出すことによ
り、地区の活性化
につなげていきたい
と考えます。

　　相武隧道は、環状４号線の一部として市の重要幹線道路、緊急輸送路である原宿
六ツ浦線に昭和18年に築造され、市南部の道路交通上の要衝ですが、片側１車線の狭
い幅員に歩道もなく、築75年を経過しており、美しい安心・安全なトンネルとは言えない
状態です。高齢化・人口減少が進む郊外部の活性化のためにも、相武隧道の改修を市の
重要施策に位置づけ、積極的な投資を行うべきと考えますが、いかがですか。
　　相武隧道は市南部の主要な幹線道路の一部をなす重要な施設であり、地域の思い
や期待も承知しています。トンネルの拡幅や新設など、大規模な改修については時間をか
けて研究する課題ですが、当面は現状を改善する方策について区局で連携し検討してい
きます。

　　交流人口増加策として注目されているのが図書館です。現時点で新設がかなわない
のであれば、今ある図書館サービスの充実は欠かせません。一方で、図書館サービスを補
完してきた市民図書室（※）の予算は減額になっています。そこで、図書館の予算の充実
について、うかがいます。
　　18の図書館の魅力を高めるために図書館の蔵書は大切ですので、10万冊の図書の
購入ができる予算としています。また、運営費については効率的な運営を行い、サービス
の充実に必要な予算を確保しています。

　　横浜市は、小学校の給食費を30年９月以降、月4,000円から4,600円に値上げす
るとしており、値上げによる増収額は年間換算12億円です。日本共産党の調査では、
2017年９月現在で公立小中学校の給食費の保護者負担を全額補助して無償にしてい
る市町村が、少なくとも83に増えています。給食充実のための必要額を保護者に求める
のではなく、公費を充てて据え置くべきと考えますが、いかがですか。
　　一部の自治体は無償化していることは承知していますが、ほとんどの自治体は、食
材費に相当する給食費を保護者負担としています。なお、28年度は６つの政令市で給食
費の値上げを行っており、30年度は近隣市の川崎市や横須賀市、秦野市も値上げを行
うと聞いています。横浜市においても同様に給食費改定をお願いするものです。

　　部活動は、学校教育の一環として取り組まれ、生徒が豊かな学校生活を送る上で大
きな意義があります。これまでも、部が存続できない場合や、顧問教諭が技術指導できな
い場合等に配置していた部活動外部指導者の充実も図ってきました。そうした中で、30年
度予算案に新規に盛り込まれた部活動指導員の配置の意義について、うかがいます。
　　学校教育法施行規則の改正により、校長が部活動指導員に部活動の顧問を命ずる
ことができるようになりました。今後、部活動指導員が、顧問として実技指導や大会、コ
ンクールなどの学校外での活動の引率等を行うことができるようになると考えます。専
門家の指導が増えることで、生徒にとってより望ましい部活動となり、また、教員の負担
軽減を図ることができるようになります。

平成30年度横浜市予算議案と予算関連議案につ
いて、各会派を代表して13人の議員から「予算代表
質疑」と「予算関連質疑」が行われました。その中か
ら、24項目を抜粋して掲載しています。

ユーサ

じょく そう

予算質疑

SDGs（エスディージーズ）（文中の　　　（※）で表示）
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を
実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、「地球上の誰一人と
して取り残さない」ことを誓っている。

用
語
解
説

Y-PORT事業（文中の　　　　（※）で表示）
新興国等の都市課題解決の支援と横浜市内企業の海外展開支援を目的として
取り組む、横浜の資源・技術を活用した公民連携による国際技術協力事業。

用
語
解
説

褥瘡（文中の　　　（※）で表示）
寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ること
で、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうこと。一般
的に「床ずれ」とも言われている。

用
語
解
説

じょくそう

自民党平成30年度予算案財　政

公明党核兵器のない世界の実現平　和

豊　田ロシアの都市との交流国　際

自民党スポーツによる街の活性化スポーツ

公明党保育・幼児教育の質の向上子育て

自民党小児医療費助成子育て

民進党介護人材の確保に向けた取り組み福　祉

民進党介護人材の確保に向けた取り組み福　祉

自民党新たな中期計画の策定政　策

自民党新たな中期計画の策定政　策

共産党予算編成の考え方政　策

民進党Y－PORT事業（※）の取り組み国際技術協力

【自民党】8問

問

問

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

答

答

問

問

答

答

●
●
●
●
●
●
●
●

平成30年度予算案
新たな中期計画の策定
新たな中期計画の策定
スポーツによる街の活性化
小児医療費助成
これからの都市づくりと鉄道整備
これからの都市戦略
現市庁舎街区の活用

【公明党】4問
●
●
●
●

核兵器のない世界の実現
保育・幼児教育の質の向上
地域包括ケアシステム
市民の健康増進

【共産党】3問
●
●
●

予算編成の考え方
貧困対策と格差是正
小学校の給食費の値上げ

【無所属】1問
●中学校の部活動支援

【豊　田】1問
●ロシアの都市との交流

【無所属】1問
●相武隧道に関する問題

【民進党】6問
●
●
●
●
●
●

Y－PORT事業の取り組み
介護人材の確保に向けた取り組み
介護人材の確保に向けた取り組み
認知症の人にやさしいまちづくり
分煙対策
図書館サービスの充実

ずい

※自民党･･･自由民主党横浜市会議員団　　民進党･･･民進党横浜市会議員団　　公明党･･･公明党横浜市会議員団




