平成２４年度の第２回定例議会
において、よこはま自民党を代表し
て林市長・教育長に本会議で質問を
行いました。昨春の選挙の前に、私
が取りまとめ役を務めた「よこはま
自民党マニフェスト・責任と約束」
では、市民のみなさんと８本の条例
の制定を約束しました。現在それぞ
れのプロジェクトチームで条例案
を策定する中で見えてきた課題な
どを中心に質問を構成し、市長から
答弁を引き出しました。市民のみな
さんにも分かっていただきたい身
近な課題も多く取り上げましたの
で、報告させていただきます。
① 新たな大都市制度
Ｑ 林市長は内閣府の諮問機関で
ある地方制度調査会の臨時委員と
して新たな大都市制度の必要性を
訴えているが、橋下大阪市長の唱え
る大阪都構想に較べると印象が弱
いと感じる。もっと横浜の市長とし
て大都市横浜の未来像を政府に対
してアピールして欲しい。大阪都構
想はゴールの時期が定められてお
り分かりやすい。横浜の「特別自治
市制度」も明確な工程表を作るべき
だ。新区庁舎の建設が始まるが新た
な区への分権に対応できるのか。現
行体制でも出来ることから区への
分権は積極的に進めるべきだ。

Ａ 「特別自治市制度」が横浜にと
って一番ふさわしい制度と考えて
いる。今後の議論の中で市長として
実現に向けて力強く訴えていく。年
内に「特別自治市大綱」を策定し工
程を打ち出す。区が主体的に活動で
きるよう機能強化を図り、新区庁舎
は間仕切りをフレキシブルにする
などして権限委譲に備える。
② 子育て支援
Ｑ 待機児童ゼロという目標を掲
げ、市長の肝いりで１７９人まで減
ってきたが、１４１０人の定員割れ
も生じており、保育所を作り続ける
という政策は転換すべき時期にな
っている。ハードを整備するのは税
金の投入で出来るが、ワークライフ
バランスや、長期育児休業の充実な
ど、政策誘導で企業や市民など社会
全体に協力を促すなど地道なソフ
ト政策によって、家庭での子育てが
しやすい社会環境を涵養すること
も大切ではないか。
Ａ 保育サービスの需要はまだま
だある。ハードソフト両面で取り組
むが、短時間保育や企業との連携な
ど多様な市民ニーズに応えられる
支援対策を展開する。

③ 児童虐待対策
Ｑ 幼児の虐待死事件が横浜も含
めて全国的に頻発しているが、子ど
もの命を最優先に、強制的な子ども
の一時保護や臨検・捜索など法的権
限の行使を市長のリーダーシップ
で実行すべきだ。若い世代に親にな
る覚悟や準備、子育ての楽しさを

「親学」として伝え、家庭教育の支
援に力を入れるべきではないか。
Ａ 児童虐待は未然防止・早期発
見・早期対応が大切、子どもの命が
危険な場合は躊躇なく対応する。家
庭教育支援は局横断的なプロジェ
クトを作り対応・検討を進める。
④ がん撲滅に向けた取り組み
Ｑ 横浜市のがん検診率は政令市
の中でも下位に低迷している。検診
によって早期発見・早期治療ができ
れば、社会復帰率も上がり、医療費
も削減できる。削減効果をシュミレ
ーションして市民に示すことで「定
期的にがん検診受けるメリット」を
訴え検診率を上げるべきだ。働きな
がらのがん治療や、家族が無理せず
に闘病生活を送れるなど「がんにな
っても安心して暮らせる」社会作り
を働きかけるべきだ。
Ａ がん検診の費用対効果の検証
は大切だが、がん登録の精度を上げ
るなど課題がある。検診率を上げる
には民間団体などとも連携し個人
と社会両面に働きかけていく。
「早
期にがんを発見し、治療しながら仕
事との両立が可能な社会」の実現を
目指す。
⑤ 脳血管疾患救急医療体制
Ｑ 緊急を要する脳血管救急医療
体制や、治療実績の収集、その内容
をホームページなどで公表し、それ
ぞれの医療機関の受け入れ態勢や
治療能力を市民に分かりやすく公
開するべきだ。
Ａ 医療機関の連絡会を定期的に
開催し患者本位の体制を作ってい
る。ホームページでの公開は他都市
に先駆けて実施することになった。
⑥ 商店街振興
Ｑ 疲弊している商店街に元気に
なってもらうには、ハードに対する
助成よりも人材育成や組織強化な
どのソフト支援によって自ら課題
を解決できる強い商店街を育成す
るべきではないか。
「ガチころ」
「ガ
チあま」のようなみんなが楽しめて
元気になれる新しい企画を行政か
らも応援して欲しい。
Ａ 地域の生活や文化を支える地
域コミュニティーの担い手が商店
街だと捉えている。販売促進やイベ
ント、課題解決に向けた取り組みな
ど「やる気の
ある」商店街
とその中心ス
タッフに対し
て行政として
出来ることを
行い、全力で
支援に取り組
んでいく。

⑦ 地域貢献企業の活性化
Ｑ 「横浜型地域貢献企業認定事
業」は、地域社会に貢献する企業の
取り組みを評価し認定する制度で
現在１５０社程度が認定を受けて
いる。多くの市民に知ってもらい、
認定企業を増やすには、更なる工夫
が必要ではないか。
Ａ 今年の後半から横浜市の入札
の際に地域貢献企業の認定をプラ
ス要因に加える仕組みをスタート
させる。企業が認定に向けて取り組
むことで経営基盤や成長力の強化
に繋がるこの制度の拡充に積極的
に取り組む。

⑧ 今後の震災対策
Ｑ 防災・減災都市横浜の実現のた
めに市民の自助・共助の意識を高め
る「市民防災憲章」の制定に向けて
の取り組みは進んでいるのか。市民
意見も取り入れて憲章を制定すべ
きだが、どのように反映させるのか。
民間企業が災害時に行政に協力し
てもらう協定を、横浜市と企業だけ
でなく、各区役所が地域のスーパー
や全国展開の飲食施設などの地域
の各個店、地域の商店街や地元企業
などと地域の実情に合わせた協定
を結ぶべきではないか。津波の避難
対策はどうなっているか。
Ａ 自治体・企業・有識者など幅広
く憲章制定を協議する組織の人選
を進めている。市民意見の反映にも
積極的に取り組む。指摘の通り区役
所における協定も積極的に進める。
津波の恐れがある８区には分かり
やすいパンフレットを作成配布す
る。警報伝達システムや、避難施設
なども拡充していく。
⑨ 米軍施設返還跡地の防災活用
Ｑ 普段は市民の憩いの場として、
災害時には全国から集まる消防・自
衛隊・ＮＰＯなどの集積基地となっ
たり、その後は仮設住宅建設地など
に活用できる総合防災公園として
小柴・上瀬谷・深谷などの米軍返還
跡地を活用できないか。

Ａ 跡地利用については、広域防災
拠点としての活用や防災機能の導
入に向けて取り組んでいく。
⑩ 横浜市の道路整備促進
Ｑ 環状北・北西・南線といった高
速道路網の早期整備、それを繋ぐ都
市計画道路、地域に密着した生活道
路、狭隘道路の拡幅など、道路整備
はそれぞれの目的に応じて着実に
進めていくべきだが、予算は毎年減
っている。横浜経済の活性化・市民
生活の安心安全・環境対策といった
面からも推進するべきだ。
Ａ 高速道路は横浜の成長戦略・渋
滞対策の点からも重点整備してい
く。都市計画道路・生活道路も、渋
滞改善・災害対応・環境改善などの
視点で優先順位の高いものから進
め、狭あい道路対策も災害対策とい
う面から住民理解を求め推進する。
⑪ 農業の担い手・地産地消・食育
Ｑ 市民農園から本格的に農業に
挑戦したい人に門戸を開くべきだ。
食の安全指向が高まり、横浜市内産
の作り手の顔が見える農畜産物を
サポートしよう。増員された学校の
栄養教諭は地産地消の理解のため
にも活用を進めるべきではないか。
Ａ 農業の担い手は、意欲のある人
が参入できるよう応援していく。栄
養教諭の活用も含め、地産地消は、
農家・市民・企業が互いに顔の見え
る信頼関係を築いていく。

⑫ 横浜市職員・教職員の不祥事
Ｑ 福岡市「禁酒令」大阪市「刺青
検査」などでは行政職員のモラルが
問われている。横浜市職員・教職員
の不祥事も歯止めがかからず、身内
への甘い体質は変わっていない。懲
戒処分の見直しも含め市長のリー
ダーシッップの下で毅然たる態度
で臨むべきだ。
Ａ 不祥事根絶に向けて「健全な猜
疑心」を持って職員に自覚を促すよ
う徹底して取り組んでいく。
⑬ 市の職員の意欲・能力を生かす
Ｑ 民間企業・自治体との人事交流
を推進し視野の広い人材を育成し
て欲しい。海外自治体との人事交流
はわずか２週間ではなくもっと長
期にしなければ意味がない。海外に
派遣した職員の次の職場は、国際関
係の部署に配置すべきだがミスマ
ッチがあって活かされていないの
で改善して欲しい。
Ａ おもてなし・営業マインド・ス
ピード感を学べる民間企業との人
事交流には効果があり活発化して
いく。海外との人事交流は最低１年
間は出来るよう目指し、配置は適材
適所を心がける。
⑭ 横浜市のＭＩＣＥ戦略
Ｑ 国際会議の誘致戦略は、ターゲ
ットを絞り戦略的に進めて欲しい。
カジノや大規模イベントなどアフ
ターコンベンションの充実も大切
だ。市民や学生、企業やＮＰＯも巻
き込んだコンベンションに向けて、
経済効果だけでなく社会的な効果
も積極的に提案・実現して欲しい。
Ａ 会議・展示・会食・宿泊が一体
となったパシフィコ横浜は高く評
価され、稼働率も高い。ＡＰＥＣの
成功なども知名度向上に寄与して
いる。カジノは、経済効果・税収効
果が期待できるが、その影響や法整
備など国の動向も含め注視してい
く。国際会議と市民との距離を縮め
る努力をしていく。

⑮ 「武家の古都鎌倉」の世界遺産
登録に向けた取り組み
Ｑ 歴代市長で初めて称名寺の薪
能を観られたが、世界遺産としては
朝比奈切り通しも含めてふさわし
いと思ったのか。地元に理解を求め
る努力が足りないと思うが今後の
対応・取り組みはどうするのか。
Ａ 周囲の景観を活かした薪能は
企画・運営する市民の熱い思いも伝
わり大変感動した。称名寺・朝比奈
切り通しとも世界遺産の一翼を担
って欲しい。県・鎌倉市・逗子市と
も連携して万全の準備を進める。地
域の理解は不可欠なので、金沢区役
所も含め全庁的に取り組み、地元説
明・環境整備などを進める。

⑯ 復興財源確保の臨時税制措置
は、早急に条例改正など体
制を整え、１０年間で１２
０億円の税収を得て震災対
策事業などを着実に進める。
⑰ 「目の醒めるような魅力あ
ふれる公園」とは、四季の
花々溢れる世界に誇れる公
園で、緑と花が美しい横浜
の都市景観を観光資源とし
ても活用したい。
⑱ 高等学校の入試改革につい
て、金沢・南・桜丘の「
進学指導重点校」は２６年
度以降の入試において、自
己表現検査などで能力検定
を行いたい。
厳しい財政の中でも議会・会
派・議員が横浜の実情に合った
政策を積極的に提案し、それに
行政や企業・市民が応えてくれ
れば、着実に成果は上がります。
派手なパフォーマンスに頼るこ
となく将来の横浜のため、子ど
もたちのしあわせのために、責
任を持って政策実現を図ってい
くことを市民・区民のみなさん
に約束させていただきます。

