はじめに──

特定団体の代表でなく、国民
日本は本格的な少子高齢化社会を迎えようとしています。今後、生産年齢
人口の減少にともない、国や地方の税収が減少していくことは避けられない
と考えます。一方で、子育て支援、医療、年金、福祉など、安全安心な暮ら
しを支えるための支出は確実に増えていきます。
こうした国全体の傾向に加えて、神奈川県は、税収に占める法人関係税の
割合が高く、税収が景気動向に左右されやすいという特徴を持っています。

全体の代表であり続けます!
1. 県民目線の行政改革
2. 子育て日本一の県へ
3. 県民の安全・安心を守る取り組み
4. 医療・福祉 No.1 の県へ
という 4 つの重点政策 には、こうした想いが表れています。
一県議会議員の作成する政策集でここまで精緻なものはないと確信してい
ます。

そのため、将来的に税収が大きく変動する可能性も否定できません。
さらに、川崎フロンターレなどの地域資源を最大限に活用して、特色ある
このような見通しに立つと、今後いかに財源を確保して充実した行政サー
ビスを維持していくのかが、大きな政治課題となります。収入が減って支出

まちづくりを行います。また、東京オリンピック・パラリンピックなどのチャ
ンスも活かし地域を活性化し、夢のある中原区、神奈川県をつくります。

が増えるという条件のもとで新たな財源を創出するには、思い切った行政改
革によって既存の事業を見直し、歳出を削減するしか方法はありません。

私は、政治に必要とされる『地盤・看板・かばん』は何もなく当選させて
頂きました。これからも特定団体の代表でない、国民全体の代表であり続け

まさに行政改革こそが、神奈川を救い、徹底行革こそが神奈川
を変えると確信しています。

ます。そのような私だからこそ、しがらみのない政治を実現し、これからの
新しい時代の政策を実現できると確信しています。

本「県政改革の提言書」は、県政におけるムダを徹底的に明らかにし、具
体的な改革プランを提案しています。その上で、子育て、高齢者政策、防災
対策など、県民の安全安心な暮らしを守るため、必要な分野にしっかりとお
金を使います。

神奈川県議会議員

滝田孝徳
こ う

と く

○外国人参政権に NO ！

納税は参政権の根拠にはなりません。
政治への影響力行使を望むなら日本国籍を取得すべきと考えます。

○朝鮮学校への補助金に NO ！

朝鮮学校に通学する生徒や関係者への『誹謗・中傷・偏見・差別』には断固反対します。

しかし、反日的かつ国際常識とかけ離れた内容の教科書を使う学校に、税金を使って
支援するのは問題があると考えます。
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第0章

安心できる年金制度の
実現

まず、政策集の最初に、誰もが関心のある年金問題についての考え方を表明して
おきたい。私は地方から声を挙げ、皆が安心して暮らせる年金の実現のため、県議会
の立場から以下の点を国に意見書を出すなどして改善を求めていきたい。

（１）年金受給額の格差是正
安倍政権は、消費税の増税を行っておきながら、
「一

民主党の年金改革案は、所得に応じた保険料を財

体改革」であるはずの社会保障改革には一向に手を

源とする「所得比例年金」と、税を財源とする「最

付けていない。このままでは、将来の年金給付額は

低保障年金」の二階建てからなる制度となっている。

どんどん減ってゆく一方である。少子高齢化、人口

この制度では、低所得者は「最低保障年金」の部分

減少、非正規雇用の増加を乗り越えて、国民皆年金

を厚く、高所得者は「所得比例年金」の部分を厚く

を堅持し、高齢者の生活を守る年金改革案の実現を

することによって、受給額の格差是正を図ることが

目指さなければならない。

できる。

（４）年金制度の一元化
先に述べた、
「非正規雇用者が被用者年金に入れな

年金と被用者年金を統合し、年金制度を一元化する

い」という問題は、突き詰めれば、年金制度が複数

ことによって、みなが公平に同じ制度のもとで年金

あることが根本的な問題である。将来的には、国民

を受け取れるようにすべきである。

（５）
「消えない年金」の徹底
平成 19 年に発覚した約 5,000 万件という年金記
録の喪失、いわゆる「消えた年金」問題は、国民の

私は、引き続きこの問題の解明を求めていく。
同時に、提案したいのは、
「消えない年金」である。

大きな怒りを買い、後の政権交代の原動力ともなっ

年金記録の確実な管理と、加入者本人によるチェッ

た。実は、この問題はまだ終わっていないのだ。今

クが容易にできる体制をつくることによって、今後二

年１月の厚生労働省の報告では、およそ 2,100 万件

度と「消えた年金」が発生しないようにする必要が

が未解明のまま残されていることがわかっている。

ある。

（２）年金の堅実な運用
安倍政権は、年金の運用比率を見直して、これま
での債権中心から、株式の比率を５割に増やすこと

で通り債権中心の堅実な運用を続ける方針だという。
「サラリーマンや自営業者の年金を株につぎ込み、

にしている。これは、もし株価が下がれば将来の年

公務員の年金は守る」というのは、国民をバカにし

金給付が大きく減るという、大変危険な運用方針で

た話ではないか。こうした運用方針を見直し、将来

ある。いわばギャンブルなのだ。一方で、国家公務

確実に年金が受け取れる、堅実な運用に戻す必要が

員が対象の「国家公務員共済組合」だけは、これま

ある。

（３）被用者年金の適用拡大
平成 24 年 8 月、民主党政権による年金制度の改

年以内に見直しを行うことが明記されており、今後、

正で、労働時間が週 20 時間以上で、給与など一定条

本格的な適用拡大に向けて、さらなる制度改正が求

件を満たした人が、被用者年金（厚生年金、組合健保、

められる。

協会けんぽ）に加入できるようになった（平成 28 年
10 月から施行予定）
。
しかし、この新制度でも、新たに被用者年金に入

私は、非正規雇用者にも十分な年金が適用される
よう、民主党国会議員団とも連携して、国に制度改
正を求めていく考えである。

れるのは約 25 万人に留まっている。この法律には３
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1.

県民目線の行政改革

改革 組織改革
2 〜組織の合理化・効率化〜

聖 域 な き 徹 底 し た 行 政 改 革 を 推進し、財源を創り出します！

（１）県民サービスの不均衡是正：
川崎市民の納税に見合う行政サービスを！

徹底行革なくして行政サービスなし！

神奈川県の行政改革は、重要な改革の先送りが目立ちます。また、他県に比べて
県民サービスの質が十分ではありません。私は、県民目線で、便利で効率的な行政
サービス改革を目指します。

●

問題点

政令指定都市の市民は、他市町村の住民と同じ県

各種の行政改革を進めるにあたり、まずは県議会

人となり、東京都や大阪府に並ぶ水準となる。

自らが身を切る姿勢を示すことが重要である。その

これまでの反省点として、県会議員同士が自分た

ため、平成 27 年統一地方選挙から 105 となってい

ちの定数を決めるのは、どうしても限界がある。し

る議員定数を、さらに削減し、90 とすることを目指す。

たがって、第三者機関を設置して議論し、その結論

これによって、議員 1 人当たりの人口はおよそ 10 万

に従うというルール作りが必要である。

うち、川崎市に所在するのは、わずか 2 施設（1.7%）

市から受けている。すなわち、県への負担と、県か

に過ぎない。

都道府県

定数

人口

議員 1 人
当たり人口

東京都

127

13,159,388

103,617

神奈川県

105

9,048,331

86,175

北海道

104

5,506,419

52,946

愛知県

103

7,410,719

71,949

大阪府

88

8,865,245

100,741

一方で、神奈川県の主な行政施設は、横浜市や県西・

受けていない」という状況だと言っても過言ではな
い。このように、県に対する負担と県から受けるサー
ビスが釣り合っておらず、極めて不公平な状態になっ

県北地域に配置が偏っており、川崎市内に配置され

ているといえる。この不当な状態を打破することが、

ているものは非常に少ない。例えば「緊急財政対策」

川崎市選出の県会議員の大きな役割だと考える。

●

改革案

●

県から政令市への税源移譲の推進と、
県の施設の川崎市内への積極的な配置を行うべきである。

た。現在、個人住民税の税率は、所得水準に関わら

する際には、市町村間のバランスを考慮して、既存
の施設が少ない市町村に優先的に配置することを基
本方針とすべきである。
特に、現在横浜市にある県民利用施設（34 施設）

ず 10% であるが、この配分は「県 4%、市町村 6%」

の再編や建て替えを行う際には、川崎市への移転を

となっている。これを政令市に限って「県 2%、市

推進すべきである。

8%」として、政令市が新たに負担する教員給与の財
源を確保することになる。
これは非常に望ましい方向性であり、他の分野で
も、政令市と一般市町村の権限が異なっている場合

県民利用施設の配置状況

市町村

課税額

比率

市町村

施設数

比率

横浜市

1,893 億 8,758 万円

44.2％

横浜市

34

28.6%

川崎市

747 億 5,078 万円

17.4%

川崎市

2

1.7%

相模原市

286 億 2,511 万円

6.7%

相模原市

12

10.1%

その他

1,356 億 9,863 万円

31.7%

その他

71

59.7%

計

4,284 億 6,210 万円

100.0%

計

119

100.0%

1. 県民目線の行政改革

と、川崎市は県全体の 17.4% の税額を負担している。

府県から政令市への税源移譲が行われることになっ

※川崎市に所在するのは、川崎図書館と東高根森林公園のみ。

10 ■

例えば、個人県民税の課税額（平成 24 年度）をみる

平成 27 年度から、学校の教員給与について、都道

※平成 27 年時点の定数（予定）

個人県民税の課税状況（平成24年度）

すなわち川崎市民は、県民利用施設に関して「県
税の 17% の負担をしながら、1.7% のサービスしか

ている。

① 県から政令市への税源移譲

主な都道府県議会の議員定数

に掲げられた県民利用施設（124 施設、119 か所）の

税を払いながら、多くの行政サービスを県ではなく
ら受ける行政サービスが見合っていない状態となっ

改革 議会改革
1 〜名誉職的地方議会からの脱却、少数精鋭の議会を目指して〜

●

（政令市がやっていて、一般市町村がやっていない業
務がある場合）は、それに必要な財源を県から政令
市に移譲し、負担と受益を一致させるべきである。

② 県の施設の川崎市内への積極的な配置
既存の行政施設の整理統合や、新規の施設を設置

第1章

4 つの重点政策
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（２）県民利用施設の改革

（C）国際言語文化アカデミア
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり

●

問題点

平成 26 年 2 月に神奈川県が発表した「緊急財政

3 億 3,758 万円

●

そこで、各施設について独自に検証を行った結果、

対策の取組結果」
（以下「取組結果」と略す）では、

県の見直し案では不十分な部分について、以下のと

県民利用施設（124 施設）について、見直しのロー

おり見直しを提言する。

ドマップを示している。その内容を改革の方向別に

見直しの方向性

集計すると、右の表のとおりとなる。
半数の施設が「現行運営の継続」であり、
「検討」
とあわせると３分の２を占めている。つまり、多くの
施設は見直しが行われないか、見直しの方向性が示
されていないことになる。このように、現行の改革

●

施設数

改革案

割合

廃止

16

12.9%

縮小・見直し

22

17.7%

検討

21

16.9%

現行運営を継続

62

50.0%

計

3
124

り、かつ、指定管理者制度を導入しても赤字額が大

が運営すればよい。したがって、民間に売却するか、

きくなっているため、廃止すべきである。

適当な買い手がなければ廃止すべきである。

（A）青少年センター

（B）生命の星・地球博物館

県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
5 億 9,262 万円

3,472 円

県民 1 人当たり
65.49 円

※平成 25 年度決算額（以下同じ）

県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
4 億 8,468 万円

2,017 円

植物園の運営は民間でも十分に可能であり、県が

降も利用者があまり増えていないため、利用者 1 人
当たりの赤字が他の施設と比べて極端に大きくなっ
ている。
平成 26 年度に機関評価が前倒しで行われたが、本

われており、本館においても県が運営する必要はな
いと考えられる。民間に売却するか、適当な買い手

べきである。

（F）三浦ふれあいの村
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
1 億 4,245 万円

1,698 円

県民 1 人当たり
15.74 円

三浦ふれあいの村は、三浦市に所在する宿泊・体

改善する具体策を示すことが必要であり、それがで

験施設である。
「緊急経済対策の取組状況」
（平成 25

きない限り廃止すべきである。

年 2 月）では平成 27 年度末での廃止が明記されて
いた。しかし、
「取組結果」では一転して存続の方向

（D）地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
2 億 6,113 万円

675 円

県民 1 人当たり
28.86 円

地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）は、横
浜市栄区に所在する教育・交流施設である。施設全
体のコンセプトが曖昧であり、入居施設の一体感が
あまりない。建物も、無駄なハコモノの典型のよう
に必要以上に大規模である。赤字額が大きいため廃

れる。以下の試算のとおり、仮に売却した場合には、

1 人当たりの赤字が高水準となっている。

運営する必要性はない。したがって、民間に売却す

価が甘いと言わざるを得ない。支出超過を抜本的に

53.57 円

字が高水準である。博物館の運営は民間でも広く行

がなければ廃止すべきである。

平成 23 年 1 月に開所した施設であるが、2 年目以

地を売却・賃貸すれば高い収入が得られると考えら

健全育成のための施設である。赤字の総額や利用者

策展開をする場であるという理由で施設の必要性を

件費が占めている。

県民 1 人当たり

学博物館である。赤字の総額や県民 1 人当たりの赤

県は、施設の運営に専門性が必要である、県の施

座を開設している。
（D）の地球市民かながわプラザ

この施設は駅至近の住宅地域に立地しており、跡

青少年センターは、横浜市西区に所在する青少年

26.38 円

る植物園である。人件費が高く、赤字額の大半を人

止し、入居施設は必要に応じて移転すべきである。

生命の星・地球博物館は、小田原市に所在する科

1,250 円

る教育施設であり、多文化・異文化理解のための講

に及ぶ支出超過を「やむを得ない」とするなど、評

多額の公費を投入して維持する必要性はなく、民営

2 億 3,870 万円

県民 1 人当たり

フラワーセンター大船植物園は、鎌倉市に所在す

100.0%

●

県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり

国際言語文化アカデミアは、横浜市栄区に所在す

年 10 月に提出された報告書では、３億３千万円以上

実態が貸ホールであれば、年間 5 億円以上という

次に掲げる施設は、施設の存在意義が不明確であ

37.31 円

2.4%

県民利用施設については、施設の目的、地元密着度、利用者当た
りの赤字等を勘案して、①廃止、②移転、③運営の改善、④地元
自治体への移譲、の改革を行うべきである。
①廃止すべき施設

県民 1 人当たり

（あーすぷらざ）内に立地している。

拡充・強化

案は、極めて不十分な内容と言わざるを得ない。

6 万 9,560 円

（E）フラワーセンター大船植物園

約 45 億円の収入が見込まれる。

となり、
「民間への移譲について検討」とされた。
実際に民間に移譲できるのならば構わないが、廃
止から存続に転じた経緯の説明と、民間に移譲でき
ない場合の廃止の確約が必要である。

（G）札掛森の家
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
1,411 万円

5,698 円

県民 1 人当たり
1.56 円

札掛森の家は、清川村に所在する自然体験施設で
ある。年間の利用者数が約 2,000 人と少ないため、
利用者 1 人当たりの赤字額が大きくなっている。
元々は宿泊機能を持つ施設として開設されたが、
中核事業が終了したため、現在は日帰り利用施設と
なっている。県が自ら「一定の役目を終えた」として
いる施設であり、惰性で存続しているに過ぎない。

【跡地売却収入の試算】
21,811㎡× 14.5 万円 × 10/7 ＝ 45 億 1,500 万円
※

※固定資産税路線価（地価の約 7 割とされる）

県は民間移譲を検討中だとしているが、もし移譲
ができない場合には、自ら責任を持って廃止すべき
である。

説明している。しかし、利用者の多くはホール・多目
的プラザの利用であり、貸ホール的な要素が強いこ
とは県も認めている。
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②移転すべき施設：公文書館
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
2 億 3,867 万円

9,374 円

公文書館の比較
県民 1 人当たり
26.38 円

公文書館は、横浜市旭区に所在する、公文書・古
文書の保存・活用を目的とした施設である。施設の

都県

収蔵文書数

施設面積 閲覧者数
事業費：管理費
（㎡）
（人）

神奈川県

68 万 5,820 点 9,956

1,086

37：63

東京都

210 万 259 点 9,363

2,027

59：41

埼玉県

139 万 6,251 点 6,507

4,020

70：30

千葉県

95 万 5,195 点 6,009

1,520

不明

目的自体は行政組織として不可欠なものであり、廃
止することは適当でない。

移転後の跡地は、住宅地としては優良な場所であ

しかし、本県の公文書館は、近隣県（東京都、埼玉

るため、売却または賃貸すれば高い収入が得られる

県、千葉県）の公文書館と比較して、収蔵文書数や

（仮に売却した場合には、約 31 億円の収入が見込め

文書閲覧者数が劣っている。しかし施設の規模は大

る）。その収入で移転費用を賄うことも可能であると

きいため、施設の維持管理の多くの予算が割かれて

考えられる。

いる状態である。結果的に、利用者 1 人当たりの赤
字が大きくなっている。
利用者数が少ない理由として、二俣川駅から徒歩
17 分という交通の便の悪さも挙げられる。したがっ

【跡地売却収入の試算】
17,268㎡× 18 万円※＝ 31 億 824 万円
※近隣の公示地価

て、より交通が便利な場所に移転し、県民が利用し

③運営を改善すべき施設

（C）歴史博物館

次に掲げる施設は、直営で運営されているために
人件費が高くなっている。指定管理制度を導入して
効率化を図るべきである。これまでの事例では、指

3,357 円

47.75 円

歴史博物館は、横浜市中区に所在する博物館であ

ト削減効果があるとされている。また、指定管理制

る。旧横浜正金銀行本店の建物であり、国の重要文

度の導入によって、利用者増加の効果も期待できる。

化財・史跡に指定されている。
年間の赤字額（4 億 2,935 万円）や利用者 1 人当

（A）県民ホール
施設名

たりの赤字（3,357 円）がともに高水準となってい

県費負担額（赤字額）利用者 1 人当たり 県民 1 人当たり

芸術劇場

7 億 765 万円

4,225 円

78.21 円

本館

6 億 863 万円

1,198 円

67.26 円

県民ホールは、横浜市中区に所在する文化ホール

る。県が直営しているため、指定管理制度を導入し、
より効率的な施設運営を行うべきである。

④地元自治体に移譲すべき施設
以下の施設は、地元住民による利用が主体である

である。本館と芸術劇場が一体的に運営されている。

と考えられるため、県が運営する必要性は薄く、地

両施設とも年間の赤字額が大きいほか、芸術劇場の

元自治体に移譲すべきである。一定期間内に地元自

利用者 1 人当たりの赤字額が特に大きくなっている。

治体が移譲を受け入れない場合は、地元自治体にとっ
ての施設の必要性が低いことを意味するため、施設

なお、公文書館は、
「緊急財政対策」の段階では「他

その理由として、平成 23 年に開館した芸術劇場の

（１）で述べたように、市町村間の施設分布の不均衡

機関との集約化を含めた検討」とされていたが、
「取

利用者数が伸び悩んでいることが挙げられる。3 年間

を是正するため、川崎市内への移転を優先的に考慮

組結果」では「他機関との業務連携の強化」という

の実績を検証した上で、運用改善を行うべきである。

すべきである。

方針に変わっている。当初より明らかに後退してお
機関との集約化を行うべきである。

4 億 2,935 万円

県民 1 人当たり

定管理制度の導入によって、10 ～ 20% 程度のコス

やすい施設にすべきである。またその際には、先の

り、実質ゼロ回答に等しい。当初の方針どおり、他

県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり

（B）体育センター

（A）藤野芸術の家
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり

県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
4 億 4,002 万円

を廃止すべきである。

1,321 円

県民 1 人当たり
48.63 円

1 億 2,995 万円

1,332 円

県民 1 人当たり
14.36 円

藤野芸術の家は、相模原市に所在する体験活動施

体育センターは、藤沢市に所在するスポーツ施設

設である。利用者の内訳は、地元と県外からの利用

である。体育館、プール、陸上競技場、球技場など

が多いため、県が運営する必要性は低い。相模原市

が設置されている。研修、調査研究、情報発信等も行っ

に譲渡すべきである。

ている。
施設自体は、県のスポーツ振興にとって必要であ
るが、年間の赤字額（4 億 4,002 万円）や利用者 1
人当たりの赤字額（1,321 円）が高水準となっている。
指定管理制度を導入し、より効率的な施設運営を行
うべきである。

（B）相模湖交流センター
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
8,746 万円

1,761 円

県民 1 人当たり
9.67 円

相模湖交流センターは、相模原市に所在する交流

「緊急財政対策の取組状況」では、
「28 年度以降に

施設であり、ホール、ギャラリー、研修室などを備

指定管理者制度を導入」となっているが、そこまで

えている。相模原市民の利用が多く、相模原市立相

時間が必要な理由はなく、時間稼ぎにすぎない。前

模湖記念館も併設されていることから、相模原市が

倒しで指定管理を導入すべきである。なお、教員研

一体的に運営を行うべき施設である。

修機能については、総合教育センターとの統合が決
定しており、既定方針通り進めるべきである。
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（３）出先機関の改革

（C）津久井湖観光センター
県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり
239 万円

県民 1 人当たり

11 円

0.26 円

●

津久井湖観光センターは、相模原市に所在する観

問題点

「緊急財政対策」及び「取組状況」では、出先機関（42

光客向けの直売所・観光案内所である。既に相模原

機関）について、右のような見直しの方向性を示し

市に貸与している施設であり、県が運営する必要性

ている。

はない。市または民間で運営すべきである。

見直しの方向性

「検討」と「現行運営の継続」をあわせると約 7 割

（D）各種公園

（69%）である。
「検討」とされている機関の中では、

県費負担額（赤字額） 利用者 1 人当たり※
20 億 8,555 万円

「27 年度以降、見直しの実施」とされているものも

県民 1 人当たり

175 円

230.49 円

※利用者数が不明の二町谷地区北公園を除く

できるものであり、地元自治体が引き受けない公園
は廃止も検討すべきである。
右に掲げた 25 公園の維持管理費は年間で約 20 億
円となっている。仮に県立公園の 3 分の 1 の関与か

廃止

１

2.4%

縮小・見直し

11

26.2%

検討

11

26.2%

多く、問題を先送りしようという姿勢が顕著である。

18

42.6%

県民利用施設と同様、多くの出先機関は見直しを明

拡充・強化

１

2.4%

言できておらず、現行の改革案は極めて不十分な内

計

42

100.0%

●

自治体に移譲すべきである。

ていない」としているが、熟慮の上であれば廃止も

割合

現行運営を継続

住民か観光客の利用が主体であり、原則として地元

はならない」という規定を根拠にして「廃止は考え

施設数

容となっている。

各地に県が管理する公園が存在しているが、地元

また、県は、都市公園法の「みだりに…廃止して

●

二町谷地区北公園、秦野戸川公園、相模湖公園、
塚山公園、葉山公園、はやま三ヶ岡山緑地、保
土ケ谷公園、三ツ池公園、湘南海岸公園、城ケ
島公園、恩賜箱根公園、辻堂海浜公園、湘南汐

改革案

●

出先機関については、県民の利便性や業務の効率性を勘案して、
①廃止・統合、②政令市への移譲、③指定管理・地方独立行政法
人化、の改革を行うべきである。

見台公園、観音崎公園、東高根森林公園、相模
原公園、大磯城山公園、七沢森林公園、四季の

①廃止・統合すべき機関

わせ先として、
「制度・手続に関すること」は自動車

ら手を引けば、都内私学通学者への補助（約 7 億円）

森公園、座間谷戸山公園、津久井湖城山公園、

他の機関と統合した方が効率的な行政運営が可能

を捻出できる金額である。地元住民の利用が多いこ

茅ヶ崎里山公園、あいかわ公園、相模三川公園、

となる機関や、県が自ら運営する必要性が薄れてい

車税管理事務所、
「自動車税の納税相談、納付確認等」

とを考えると、地元市町村にも応分の負担を求め、

おだわら諏訪の原公園、境川遊水地公園

る機関は、以下の通り廃止すべきである。

は各県税事務所となっており、非常に難解である。

県の維持管理費を軽減するべきである。

（A）自動車税管理事務所
自動車税管理事務所は、自動車税・自動車取得税
の賦課徴収に関する事務を行う機関であり、横浜、

税コールセンター、
「上記以外に関すること」は自動

県民の利便性を考えると、自動車税事務所は廃止
し、県税事務所に統合するべきである。実際に、自
動車税の事務を県税事務所で行っている県は多く、
愛知県、兵庫県など大規模県でも実施例がある。

川崎、相模、湘南の４駐在所が設置されている。
「緊
急財政対策」では県税事務所とともに再編統合を検
討することとされていたが、結局、再編・統合され
ることなく存続することとなった。
自動車税管理事務所は、県税事務所との業務分担
が県民からみてわかりにくいことが問題である。例え
ば県のホームページでは、自動車税に関する問い合
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（B）パスポートセンター

（C）教育事務所

パスポートの発給事務は、市町村に移譲できるよ

教育事務所は、市町村教委や学校への指導助言を

うになっている。神奈川県では現在、相模原市、藤

行う教育委員会の出先機関である。５教育事務所が

沢市、茅ヶ崎市、寒川町には権限移譲が行われてい

設置されており、県政総合センターと所管区域がず

るが、他の市町村については県が発給事務を行って

れているが、ずれている理由は、知事部局と教育委

いる。

員会の縦割り以外にはない。所管区域を再編し、県

県民の利便性向上のためにも、発給事務を全市町
村に移譲し、県のパスポートセンターは閉鎖すべき
である。市町村に事務を移譲することによって、県
の窓口ではなく市役所等でパスポートの申請・受取
ができるようになる。
既に、パスポートの発給を県内の全市町村に移管
し、県では事務を行っていない県も多い。

政総合センターに統合すべきである。

（D）環境科学センター
環境科学センターは、平塚市に所在する環境に関
する研究機関である。昭和 43 年に設置された「公害
センター」が母体となっており、公害防止に関する
調査研究を行ってきた。後に環境の監視や環境学習
の機能を加え、現在の姿になっている。既に歴史的

関東各県のパスポート発給事務の状況
東京都

都で実施（権限移譲なし）

千葉県

全市町村に権限移譲予定（平成 27 年度目途）

埼玉県

県内の過半数の市町村に権限移譲済

茨城県

全市町村に権限移譲済

栃木県

全市町村に権限移譲済

群馬県

全市町村に権限移譲済

な使命を終えたと考えられるため、本機関は廃止す
べきである。
設立当初の公害問題が激しかった時期には、県と
して独自の研究機関を持つ必要性があったことは十
分に理解できる。しかし、現在では公害問題も改善し、
環境問題といえば、地球温暖化や PM2.5 など、広範
囲にわたる問題が中心となってきている。そのため、
県が独自に研究機関を持つ必要性は薄れている。
本機関を廃止しても、県として研究を行いたいテー
マがある場合には、大学等の研究機関に委託して研
究を行うことが可能であり、独自の研究機関を持つ
必要性はない。また、調査・監視業務については、
県の業務として引き続き行う必要があるが、他機関
との統合が可能である。

②政令市に移譲すべき機関
〜住民サービスの利便性向上と
業務効率化の観点から〜
次の機関は、県と政令市の「二重行政」を生じさ
せているため、利用者の利便性等を考えて政令市に
一本化すべきである。一本化によって、事務の一体
運営が可能となるため、政令市側にとってもメリット
が大きいと考えられる。

（A）かながわ労働センター
かながわ労働センターは、労働相談や労働関係の
情報提供・教育などを行う機関である。横浜市に本

（C）県営住宅
県営住宅は、県が運営する低所得者向けの賃貸住
宅である。市町村でも同様の公営住宅を運営してお
り、二重行政の典型例として取り上げられることも
多い。
政令市については、既に相当数の市営住宅を運営
していることから、県営住宅を市に移管したとして
も、運営能力は十分だと考えられる。したがって、
県営住宅を市に移管し、市営住宅として一体運営す
べきである。また、一般の市町村については、募集
業務を県に一本化するなど、利用者にとっての利便
性を高めるよう運営の見直しを行うべきである。

所があり、川崎市、厚木市、平塚市に支所がある。
これらのうち、政令市の区域については、市でも
独自に同種の事業を行っており、二重行政の要素が
強い。指定都市市長会においても、労働相談事務の
市への一本化を要望している。そのため、政令市に
関する事務は市に移譲し、市で一体的に労働相談事
業を行うようにすべきである。

（B）障害者就労相談センター
障者就労相談センターは、就労を希望する障害者
と、障害者雇用を検討する企業に対し、相談・支援
を行う機関である。横浜市に本所があり、県内 7 か
所に地域相談センターがある。
上記の労働センターと同様、政令市については、
市で実施することができる事業であり、権限移譲を
行うべきである。それ以外の市町村に関しては、県

長野県松本市の事例
長野県松本市では、市営住宅の指定管理制度を
長野県住宅供給公社とすることによって、市営住

が直営を続ける意義があるが、上記の労働センター

宅と県営住宅の管理運営を一本化している。その

と統合が可能と考えられる。利用者の利便性を考え

結果、募集窓口・募集期間が一本化され、利用者

ると、政令市以外の地域相談センター（５か所）は

にとっての利便性が向上している。

残し、労働センターの支所をそこに統合するという
考え方もある。
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③指定管理・地方独立行法人化すべき機関
次に掲げる機関は、県が直営で運営する必要性が

（B）産業技術センター
中小企業のための材料・部品の試験や、技術相談、

薄いため、指定管理者制度の導入や地方独立行政法

補助金の申請受付・交付などを行っている。
「緊急財

人化を行って運営の効率化を図るべきである。県民

政対策」では「地方独立行政法人への移行や一部業

利用施設と同様であるが、直営方式からの転換によっ

務の移譲を検討」とされていたが、
「同取組状況」で

て、コスト削減や利用者増が期待できる。

は「27 年度以降、見直しの実施」とされており、進

（A）自然環境保全センター

展が見られない。
現状では見直しを先送りしているにすぎず、直ち

（４）第三セクター等改革
〜県の恣意的基準を廃止し、国の客観的基準を導入〜
●

問題点

神奈川県の『第三セクター白書－平成 25 年度－』

●

準とは違って、客観的な基準である。右図でいえば、

（平成 26 年 1 月）では、
「県主導第三セクター」とい

Ａ・Ｂの全てとＣの一部（県が財政支援をしている

う独自の概念（神奈川県以外では使っていない）を

もの）がこの基準に該当する（社団法人、財団法人、

利用施設と変わらない。県が直営で運営する必要は

持ち出して、議論をそこだけに限定することで、他

株式会社に限る）
。

なく、指定管理制度を導入して運営の効率化を図る

の第三セクターから目を逸らしている点が大きな問

べきである。

題である。

教育・自然体験のための施設であり、一般の県民

に地方独立行政化の準備を進めるべきである。

神奈川県における「県主導第三セクター」の判断
基準は、
「県の出資比率が 25% 以上で、かつ、県の

他の自治体ではこの基準に基づいて第三セクター
の点検・評価を行っている。神奈川県においても、
県の恣意的な基準を廃止し、国が定めた客観的な基
準で第三セクターを精査すべきである。

出資等比率が最も大きい法人や、県行政と密接な関
係を有する法人など、県が主体的に指導する必要が
あるものとして県が認定した第三セクター」である。
「県が認定したもの」という基準で、県が主観的に決
めている結果、出資比率が 50% 以上でも「県主導」
に該当しない法人があるなど、およそ関係者以外に
は理解不能な基準となっている。

県が関与する団体
（県が財政的支援等を行っている法人）
第三セクター
（県が出資等を行っている法人）

一方で、総務省が平成 26 年 8 月に発表した「第

出資等比率
50％以上

三セクター等の経営健全化等に関する指針」では、

A

第三セクター（社団法人、財団法人、株式会社）のうち、
(a) 出資比率が 25% 以上であるもの、(b) 県が財政
援助（補助金・貸付金・損失補償）をしているもの、

県主導第三セクター

出資等比率
25％以上

B
C

の両方が点検・評価の対象となっている。
これは、
「県が認定したもの」といった恣意的な基
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●

改革案

①「県主導第三セクター」という
独自基準の廃止
前述のとおり、
「県主導第三セクター」という独自
の概念を持ち出すことによって、第三セクター全体

●

28

○

( 公財 ) 地球環境戦略研究機関

▲ 5,300 万円

29

○

( 公財 ) 神奈川産業振興センター

▲ 2,300 万円

れている。これらのうち、県が決めている「県主導

30

●

( 独 ) 神奈川県立病院機構

9 億 8,200 万円

第三セクター」は 16 団体（○印で示している）
、県

31

●

( 財 ) 寿町勤労者福祉協会

1,500 万円

主導第三セクターに入っていないものが 20 団体ある

32

●

( 公財 ) 横浜観光コンベンション・ビューロー

33

●

( 公財 ) 横浜市建築助成公社

16 億 7,200 万円

34

●

横浜新都市センター ( 株 )

29 億 2,400 万円

35

●

( 株 ) 川崎球場

36

●

( 株 ) 三浦海業公社

（●印で示している）
。

の状況が見えなくなっていることが大きな問題であ

●印の 20 団体は、総務省に対しては第三セクター

る。したがって、この基準を廃止し、全国的な統一

等であると報告しながら、県が恣意的な基準で決め

基準を採用すべきである。

た「県主導第三セクター」ではないとして県民に情

県が総務省に提出している財政状況資料集では、
下表の 36 団体が「地方公社・第三セクター等」とさ
地方公社・第三セクター等名
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報を公開していない団体である。本提言では、これ

財政支援

1

●

( 財 ) 神奈川県厚生福利振興会

2

○

( 財 ) 神奈川科学技術アカデミー

3

○

( 株 ) 湘南国際村協会

4

●

( 公財 ) 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

5

○

( 公財 ) かながわ国際交流財団

6

○

( 公財 ) 神奈川文学振興会

7

○

( 公財 ) 神奈川芸術文化財団

8

○

( 公財 ) かながわ健康財団

9

●

( 財 ) 神奈川県生活衛生営業指導センター

10

●

( 一財 ) あしがら勤労者いこいの村

11

●

( 財 ) 神奈川県都市整備技術センター

12

●

( 株 ) 湘南なぎさパーク

13

○

( 公財 ) 神奈川県下水道公社

14

○

神奈川県道路公社

15

○

神奈川県住宅供給公社

16

●

( 財 ) 神奈川県企業庁サービス協会

17

●

( 財 ) 神奈川県教育福祉振興会

18

●

( 公財 ) 神奈川県体育協会

19

○

( 公財 ) 神奈川県暴力追放推進センター

20

○

( 公財 ) かながわトラストみどり財団

21

○

( 公財 ) かながわ海岸美化財団

22

○

( 社 ) 神奈川県農業公社

23

●

( 公財 ) 神奈川県栽培漁業協会

24

●

三崎マリン ( 株 )

25

●

( 社 ) 神奈川県肉用子牛価格安定基金協会

▲ 200 万円

26

●

( 社 ) 神奈川県畜産会

▲ 800 万円

27

○

( 株 ) 神奈川食肉センター

1. 県民目線の行政改革

2,700 万円

損

▲ 4,800 万円

補

2,900 万円
▲ 300 万円
▲ 1,600 万円

補

200 万円

②財務状況の改善

▲ 3,800 万円
貸

つまり、県が第三セクターに対して損失補償や債務

上記 36 団体の経常損益（平成 24 年度決算）は、

保証を行ってしまうと、万が一第三セクターが破綻

黒字 22 団体、赤字 14 団体となっている。黒字団体

した場合に、県がその債務を負担することになるの

の方が多くなっており、全体で見ても、黒字額が赤

である。これは同時に、第三セクターの側から見れば、

字額よりもかなり多くなっていることから、経営状態

どうせ最後は県が負担してくれるのだからと、経営

は全体としては良好だといえる。しかし、まだ赤字団

判断が甘くなる可能性があることも意味している。

体が残っているため、これらについては財務状況の

したがって、現在県が損失補償・債務保証を行って

改善が求められる。

いる下記の団体については、総務省の指針にしたがっ
て、速やかにそれを解消するべきである。

補

黒字額 ( 団体数 )

赤字額 ( 団体数 )

差引

0

補

94.5 億円 (22)

5.7 億円 (14)

88.8 億円

800 万円

③損失補償・債務保証の解消

3,500 万円

前記の「第三セクター等の経営健全化等に関する

1 億円

指針」
（総務省）では、第三セクター等に対して損失

300 万円
貸,債
補,貸,損

1 億 3,000 万円
400 万円
▲ 500 万円

補

100 万円

補

2,800 万円

補

200 万円

補

▲ 600 万円

補

▲ 300 万円

▲ 400 万円

28 億 1,900 万円

補,貸

4,500 万円

7,400 万円

3 億 2,800 万円

補,貸,損

（平成 24 年度決算）補：補助金、貸：貸付金、債：債務保証、損：損失補償

ら 20 団体を便宜的に「裏第三セクター」と呼ぶ。
経常損益

補

補償・債務保証を行うことは、将来的にはその一部
又は全部を負担するリスクがあることや、金融機関
等による資金調達面からのガバナンスが希薄となる

・
（財）神奈川県厚生福利振興会
・神奈川県道路公社
・神奈川県住宅供給公社
・
（社）神奈川県農業公社

ことから、行うべきではないと明記されている。これ

・
（株）神奈川食肉センター

は、新たに損失補償・債務保証を行う場合のみならず、

・
（公財）神奈川県産業振興センター

既存の債務の借り換えを行う場合も同様であるとさ
れている。

補,損

▲0
2,100 万円

▲ 1 億 5,700 万円

補
補,損

第1章

4 つの重点政策

■

23

④天下りの根絶

ターへの天下りは、県民から見れば癒着という批判

裏第三セクターは、県主導第三セクターと異なっ
て、役員等の状況がまとめて公表されていない。し
かし、県職員の再就職（天下り）状況については、

を受けても仕方がない状況であり、こうした天下りは
根絶する必要がある。
ター白書」には、
「県主導第三セクターの役員に就い

である。平成 25 年度の状況を見ると、県主導第三セ

た神奈川県の退職者は、法人を退職する際に退職金

クターへの天下りが 6 人、それ以外の第三セクター

は支給されていません。」と明記されているが、裏第

への天下りが 16 人となっている。つまり、裏第三セ

三セクターの場合はどうなのだろうか。記載がない

クターには、県主導第三セクターよりも多くの天下り

以上、退職金が出ている可能性も否定できない。明

が行われているのである。

確な情報公開が求められる。

平成25年度県退職者等の再就職状況

⑤情報公開の徹底

6人

16 人

8人

その他

34 人

合計
64 人

県主導第三セクター・裏第三セクターを問わず、
堂々と県職員 OB の天下りが行われている現状には、
大きな問題がある。特に、前職と関連する第三セク

●

また、退職金についても不透明である。
「第三セク

県のホームページで公表されているため検証が可能

県主導
その他の
民間企業
第三セクター 第三セクター

（５）業務改革

裏第三セクターは、県主導第三セクターと比較し
て、県による情報公開が徹底しておらず、情報公開
の程度は各法人に任されている。そのため、
「神奈川
県肉用子牛価格安定基金協会」のように、ホームペー
ジを持たず、事業内容や財務状況を公開していない
法人も存在する。裏第三セクターについても、県主
導第三セクターと同水準の情報公開が求められる。

問題点

平成 26 年 2 月に神奈川県は「電子化全開宣言」
を発表し、県行政や県民生活全体の電子化推進を掲
げている。具体的には、①スマート神奈川の推進（県

「電子化全開宣言」による効果額（平成26〜30年度の試算）
投資額

られた。
この計画の実施によって、県の試算によると、平

しかしながら、実際の県庁の日常業務は、旧態依

1 億 5,000 万円

管理事務トータルシステム

29 億 1,800 万円

コンピュータセンター外部移転
効果額

2 億 8,100 万円
37 億 6,900 万円

（内訳）電子納税

23 億 2,000 万円

管理事務トータルシステム

成 26 年度からの 5 年間で 4 億 2,000 万円の経費節
減が見込まれるとしている。

33 億 4,900 万円

（内訳）電子納税

民生活全体の ICT 化）
、②行政サービスの ICT 化の
推進、③スマート県庁の実現、の３つの方針が掲げ

●

9 億 600 万円

コンピュータセンター外部移転
効果額

5 億 4,300 万円
4 億 2,000 万円

然とした紙ベースによる仕事の進め方がほとんどで
あり、ICT 化、ペーパーレス化というにはほど遠い
状況である。この原因として、資料を作成する側も、
見る側も、どうしても紙の資料に馴染んでいるため、
電子媒体の作成とあわせて、紙を打ち出す癖が抜け
ていないことが挙げられる。
今後、ICT 化、ペーパーレス化を本格的に推進す
るためには、システムの導入とともに、職員の意識
改革が重要になると考えられる。

●

解決策

●

「電子化全開宣言」にも「県庁が率先して電子化を
進める」と書かれているが、それを言葉だけにせず、
県庁業務の ITC 化・ペーパーレス化を徹底する。タ
ブレットを整備の上、庁内の連絡文書、会議資料、
議会等への配布文書などは、原則として電子媒体で
行うこととし、コスト削減を追求する。
これを実現するためには、議員や県庁幹部におい
ても、不必要に紙の資料を求めることをせず、電子
媒体での送付を原則とする必要がある。上層部が求
めれば、職員はどうしても紙の資料を用意せざるを
得なくなる。したがって、上層部の意識改革こそが
最も重要である。
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改革 補助金改革
3
●

（B）職員の福利厚生のための補助金
職員の福利厚生のために支出する補助金は、既に

問題点

「緊急財政対策」および「取組結果」では、県単独

●

区分
見直し

止や見直しが行われたが、その結果削減された金額

計

約 2 割の補助金が廃止されながら、総額が約 1 割
しか減っていないことは、廃止された補助金が相対
的に少額のものだったことを示している。また、多
くの補助金について「見直し」が行われたが、結果

成 24 年度現在）
。神奈川県は廃止していない 6 都県

公立共済神奈川支部福利厚生事業費補助

71

26.0%
51.3%

62

22.7%

273

100.0%

25.8 円

い。

②削減を徹底すべき補助金
総額

削減額

削減率
計

（A）同一団体に対する補助金

H25

H26

団体補助金

174

17

3

20

▲ 11.5%

同一団体に複数の補助金が交付され、その合計が

市町村補助金

71

13

10

23

▲ 13.8%

1 億円を超えているものがある。これらの補助金の中

計

71

30

13

44

▲ 12.9%

には、産業振興や福祉施策などにおいて重要な役割

改革案

2 億 3,322 万円

るものではなく、廃止に向けて検討をせざるを得な

を果たすものも含まれることも事実である。しかし、

●

1.1 円

金に県費を支出し続けることは県民の理解を得られ

H24

さらなる補助金改革が必要である。

984 万円

このような状況で、職員の福利厚生に対する補助

補助金の削減額
区分

的にわずかな削減しか行われていない。したがって、

割合

140

廃止

は約 1 割に留まっている。

職員福利厚生補助金

という方針が示されている。

補助金数

継続

のように、補助金の約 4 分の 3（76%）について廃

47 都道府県のうち 41 道府県で廃止されている（平

26 年度当初予算 県民 1 人当たり

のうちの一つであり、
「取組結果」でも補助金は継続

補助金の削減・見直し数

補助金についての見直しが行われている。以下の表

補助金名

金額の大きさに見合った政策効果が挙げられている

●

団体名

26 年度当初予算 県民 1 人当たり

神奈川産業振興センター

12 億 6,840 万円

140.2 円

神奈川科学技術アカデミー

10 億 4,844 万円

115.9 円

神奈川県総合リハビリテーション事業団

6 億 3,663 万円

70.4 円

神奈川県社会福祉協議会

2 億 7,866 万円

30.8 円

かながわトラストみどり財団

1 億 4,204 万円

15.7 円

かという観点から、一層の合理化・効率化を行う必

緊急財政対策で十分な削減が行われていない補助金について、
廃止や削減を徹底すべきである。

要がある。

（B）高率補助金（補助率 1/3 超）
「緊急財政対策」では、補助率 1/3 を超える高率補
助金を見直すこととされたにも関わらず、実際には

①廃止を徹底すべき補助金

見直されていない高率補助金が存在する。また、見

（A）天下り法人への運営費補助金
県職員 OB が天下っている法人に対して、運営費

直しが行われた補助金の中にも、見直し後も補助率
過去3年度以内に職員が天下った団体への運営費補助金

の補助が行われているケースが多々見られる。これ

団体名

は、見方によっては、OB の人件費を補助金で賄って

神奈川科学技術アカデミー

4 億 3,174 万円

47.7 円

神奈川県町村会、神奈川県市長会

1,336 万円

1.5 円

神奈川県総合リハビリテーション事業団 4 億 5,204 万円

50.0 円

神奈川県社会福祉協議会

27.0 円

いるともいえる。こうした補助金の支出は不適切で
あり、補助金を廃止するか、少なくとも天下り職員
の人件費相当額は削減すべきである。

26 年度当初予算 県民 1 人当たり

2 億 4,458 万円

が 1/3 より高いものが見られる。

高率補助金（存続分のみ）
補助金数
58 件

26 年度当初予算
41 億 8,378 万円

県民 1 人当たり
462.4 円

※前述①の団体との重複分を除くと、54 件・30 億 4,206 万円

これらを全て補助率 1/3 以下にする必要はないが、
「取組状況」で示された削減が十分か否か、再度検証
すべきである。

なお、同様に天下り法人への補助金であっても、
事業費補助の場合で、退職 OB の人件費ではなく各
種事業に充てられていることが明確になっている場
合には、強く問題視する必要はないと考えられる。
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改革 収入増加策
4

③債権回収の強化
平成 24 年 5 月末現在で、県税の滞納額は 318 億
7,000 万円に達している（うち、県が徴収する分は

問題点

●

財政状況の改善には、歳出の削減とともに収入の
増加も必要な要素である。
「緊急財政対策」および「取
組結果」では、各種の収入増加策が挙げられており、
このこと自体は評価できる。これら以外にも、各種
の工夫により収入増加を図る必要がある。
※「②地方交付税の増額確保」は、
「本県の要望により」となっ
ているが、実際に本県の要望だけの結果であるとは考えに

74 億 7,500 万円であり、残りは市町村が徴収する

●

分となっている）
。他にも、各分野で料金などの未納
が発生していることが予想される。これらを回収で

「取組結果」で挙げられた収入増加策
補助金数

増収額（単年度）

28 億円

全国でも数兆円単位の税や保険料の滞納が生じて

②地方交付税の増額確保

17 億円

いることから、政府も官民連携による債権管理の強

－

化を提言しているところであり、国の政策にも沿った

③使用料・手数料の適正化
④積極的な寄附の受入れ

3.2 億円

⑤自動販売機設置への一般競争入札の導入

4.4 億円

⑥庁舎駐車場のコインパーキング化

0.1 億円

⑦旧知事公舎所蔵食器類の販売

23 万円

くく、県の収入確保策といえるのかどうか疑わしい。これを

計

約 53 億円

除いた増収額は、約 36 億円である。

改革案

●

さらなる収入増を目指して、緊急財政対策で十分な削減が行われ
ていない補助金について、廃止や削減を徹底すべきである。
①県有地の売却・賃貸

②庁舎スペースの賃貸

１-（1）で提言した県民利用施設の廃止も含め、不

318 億 7,500 万円
（出典）平成 24 年度県税統計

ができる。
都道府県のふるさと納税ランキング （平成25年度）
順位

都道府県

件数

1

鳥取県

24,198 件

3 億 3,607 万円

2

岩手県

1,935 件

1 億 1,633 万円

上でのカード決済など）によって、１億円を超える収

3

福島県

1,352 件

7,901 万円

入を得ている自治体もある（鳥取県は平成 25 年度で

4

熊本県

1,852 件

6,032 万円

３億円以上）
。

5

鹿児島県

824 件

5,366 万円

15

神奈川県

542 件

1,633 万円

「ふるさと納税」がブームであり、充実した特典（特
産品のプレゼントなど）や寄付方法の簡略化（ネット

国においても、地方創生の一環としてふるさと納

はならないが、継続的な収入が期待できる。知事は、

度額を２倍に拡大することとしている。こうした状況

入を確保することができる。

これまで無償で貸し出している労働組合の事務室の

を踏まえ、本県においても、ふるさと納税のさらなる

賃料を徴収する方針を打ち出した。方向性は正しい

活用によって収入の増加を図るべきである。

金額

福井県ふるさと納税情報センター調べ

本県でも、オンライン上で寄付の手続ができるよ

でも、70 億円以上の収入が見込める。また、三浦ふ

うシステムを改善するなどの努力を行っており、よう

れあいの村も、敷地を売却すれば相当な収入が見込

やく前向きに取り組み始めた感がある。しかし、まだ

まれる。仮に民間に譲渡するとしても、敷地の売却

クレジットカードでの即時決済ができないので、その

価格も参考にして譲渡額を決定すべきである。

点は改善の余地がある。また寄附者に対する特典が

さらに、売却のみならず、定期借地権等を活用し

合計

滞納額（市町村徴収分）の回収増にもつなげること

要となった県有地を売却・賃貸することによって、収

ので、今後、適正に賃料を算出すべきである。

243 億 9,600 万円

も検討すべきである。これによって、結果的に県税

税の一層の活用を推進するため、平成 27 年度から限

地の約９割が県の持分）と公文書館を売却するだけ

市町村徴収分
（個人住民税均等割、所得割）

また、県が市町村の債権回収業務を支援すること

庁舎スペースの賃貸収入は、あまり大きな金額に

既に示したように、地球市民かながわプラザ（敷

74 億 7,800 万円

債権回収の強化を進めることが必要である。

④ふるさと納税の積極活用

●

県徴収分

きれば、財政にとっても大きな改善となる。

①個人県民税の徴収率アップ
※

県税滞納額 （平成24年5月末現在）

ないので、本県の特産品を贈呈するなど寄附者にとっ

た賃貸方式も検討に値すると考えられる。

ての魅力の向上も必要である。

廃止可能な施設と敷地の売却収入
施設名
地球市民かながわプラザ
三浦ふれあいの村
札掛森の家
公文書館

敷地面積

地価（㎡）

予想価格

21,811㎡

207,000 円

45億1,500万円

135,640㎡

93,000 円

126億1,450万円

18,310,792㎡

─

17,268㎡ 180,000 円

売却困難
31億円

※近隣宅地の地価を目安とした価格であり、必ずしもこの価格となる保証はない。
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⑤新税の創設
自治体の持つ課税自主権を活用して、新税を創設
することも検討すべきである。その際には、県民生
活への負担増とならないよう、観光客など県民以外
に対する課税や、娯楽など趣味性の高い分野への課
税を中心に検討を行うべきである。
例えば東京都は、平成 14 年 10 月から、都内のホ
テル・旅館に一定金額以上で宿泊する客に対し「宿
泊税」を課している。箱根や鎌倉など、全国有数の
観光地を擁する本県においても、関係業界などと協

東京都の「宿泊税」
宿泊料金（1 人 1 泊）

税額

10,000 円未満

なし

10,000 円以上 15,000 円未満

100 円

15,000 円以上

200 円

延べ宿泊者数
東京都
神奈川県

52,824,060
16,840,830
（出典）平成 25 年宿泊旅行統計調査

議を行いながら、観光に関する課税を検討すべき段
階であると考える。
東京都の場合、宿泊税の税収は約 13 億円（平成
25 年度）である。本県の延べ宿泊者数は東京都の約
30% なので、単純計算では約 4 億円の税収が見込ま
れる。

⑥カジノ誘致
昨年の臨時国会では、超党派の I R 議連（カジノ議連）
によって、カジノ解禁推進法案が提出された。同法
案は、今通常国会で審議される予定である。カジノは、
直接の経済効果だけで 1 ～ 2 兆円、波及効果も含め
れば 7 兆円以上という試算もあり、東京オリンピッ
クの開催決定とあわせて、その可能性が注目されて
いる。
法案が成立した場合には、川崎市内への誘致を積
極的に推進すべきである。カジノの誘致に成功すれ
ば、カジノ自体による雇用創出や税収はもちろん、周
辺地域でも、宿泊、飲食、交通など様々な産業の活
性化と雇用の増大が期待できる。なお、本県では既
に横浜市が誘致に名乗りを上げているため、横浜市
との調整も必要となる。
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2.

子育てNO.1の県へ
最重点課題は子育て支援。
働きながらでも子育てできる日本一の県を創ります！

在宅での子育て、働きながらの子育てなど、ライフスタイルに応じた多様な選択
を可能にする子育て支援を目指します。また、学力と人間力を兼ね備えた子どもを
育てる教育政策を実現します。

改革 子育て支援の充実
5

（２）待機児童対策
平成 26 年 4 月現在、県内の保育所待機児童数は

が一般市に比べて低くなっているという問題がある。

1,079 人となっている。平成 22 年度以降、減少を

しかし、現実問題として、待機児童の多くは政令市・

続けてはいるが、潜在的な保育ニーズははるかに多

中核市に存在していると考えられる。待機児童解消

いと考えられている。したがって、認可保育所の定

のためには、政令市・中核市が不利にならないよう

員増を引き続き進めるとともに、地域型保育事業（小

な制度改正を国に要望していくことが必要である。

川崎市では平成 26 年 4 月の待機児童数が 62 人と

め、ゼロを維持できない事態が生じてしまう。した

なり、来年度にはゼロにすることを目標とした取り組

がって、県と市町村が連携して、県全体の待機児童

みが進められている。待機児童ゼロを確実に実現し、

を減らしていく必要がある。川崎市の場合も、待機

その後も維持する必要がある。

児童ゼロを達成した後もそれを維持できるよう、県

得額による制限・加算措置あり）が支給されている。

婦にとって、103 万円の壁（年収が 103 万円を超え

これは国の補助事業であるため、神奈川県内から都

ると扶養控除が受けられなくなる）や、130 万円の壁

内の私立高校に通学する場合も対象となる。
一方で、国の事業と併せて、県も「私立高等学校
等生徒学費補助金」として入学金・授業料の補助事

る）が、女性の活躍を妨げているという状況がある。
政府はこの対策として、扶養控除の廃止や、社会

業を行っているが、こちらは県内に在住・在学してい

保険料を払う年収基準の引き下げを検討している。

ることが要件となっているため、都内への私学通学

しかし、これは方向性が全く逆で、働く主婦の負担

者は対象とならない。

4,000人

待機児童数

20.2％

利用率（総数）

21.2％

3,000人
2,000人
1,000人
0人

22.8％

18.2％

利用率（3歳未満）

25.5％

24.1％
19.6％

20.8％

15.5％

16.6％

4,117

3,095

2,039

1,462

1,079

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

30.0％

20.0％

10.0％

0.0％

（注）利用率：就学児童数に対する認可保育所入所児童数の割合

都内の私立高校に通う生徒やその保護者であって

を増やす制度に他ならない。

する必要がある。

保育所入所待機児童数等の推移（各年4月1日現在）

校等就学支援金」として、年間 11 万 8,800 円（所

（年収が 130 万円を超えると社会保険を払う必要があ

がバックアップして、広域的な待機児童ゼロを実現

急確保事業（待機児童解消加速化プラン）の補助率

5,000人

現在の税・社会保険制度では、パートなどで働く主

しても、周辺の自治体から子育て世帯が流入するた

待機児童の早期解消を目指す。

なお、政令市・中核市は、保育所運営費や保育緊

（１）子育てに関する経済負担の軽減
①扶養基準の引き上げ

待機児童問題は、一つの自治体だけでゼロを達成

規模保育、家庭的保育など）も積極的に活用して、

扶養控除や保険料の基準を引上げて、200 万円程度ま

も、神奈川県民であることに変わりはなく、県民間

では扶養の中で働けるような制度を目指すべきである。

の行政サービスの公平性という観点からは、県内在

（出典）神奈川県記者発表資料

住であれば補助金を支給すべきである。また、所得

②都内私学通学者への補助

制限も撤廃し、全ての子育て世帯が平等に支援を受
けられる制度とすべきである。

現在、私立学校に通う生徒の家庭には、
「高等学
私立高校通学者への補助制度
年収
（モデル世帯）

授業料補助
国事業

入学金補助

県事業

計

250 万円未満

297,000 円

123,000 円

420,000 円

350 万円未満

237,600 円

152,400 円

390,000 円

590 万円未満

178,200 円

121,200 円

299,400 円

750 万円未満

118,800 円

74,400 円

193,200 円

910 万円未満

118,800 円

910 万円以上

対象外（所得制限）

県事業

99,000 円

118,800 円

※このうち斜体の部分は、県外通学者には支給されない。
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（３）勤務形態の柔軟化
子育て支援の方法は、保育環境の整備だけではな

（４）家庭での子育ての支援
高まるものと考えられる。
現在でも、
「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」

い。育児休業を取りやすくする、子育て中の短時間

核家族化の進展によって、子育て中の母親の孤立

また、これらの施策を県の責務として明確に位置

化、育児不安、育児ストレスなどの問題が深刻化し

付け、家庭教育支援の基本理念や基本施策を明らか
にするため、
「家庭教育支援条例」を制定する。

勤務を可能にする、子どもが病気の際などの急な休

に基づいて事業者の認証を行う制度があるが、県の

ている。これらは、深刻な場合には育児放棄や児童

暇を取りやすくする、というような勤務形態の柔軟

ホームページで公表しているだけでは、あまり効果

虐待にもつながる問題である。

化も重要である。

が上がっているとはいえない。認証された企業に対

家庭教育の支援に関しては、既に県・市町村にお

子どもを預けて働く場合でも、家庭で子育てをす

しては法人事業税を減税する、県の入札・調達で優

いて各種の取り組みが行われているが、特に未成年

る場合でも、各家庭の状況に応じた多様な選択を可

遇するなど、具体的なメリットを伴った、踏み込んだ

期からの「親になるための学習」や、妊婦の方への

能とすることによって、少子化対策としての効果が

政策誘導措置を導入する必要がある。

情報提供など、実際に親になる前からのきめ細かい
支援を一層充実する必要がある。

神奈川県子ども・子育て支援推進条例
（基準に適合する事業者の認証）
第 15 条

知事は、事業者からの申請に基づき、規則で定めるところにより、当該事業者について、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号）第２条第１号に規
定する育児休業に関する事項について就業規則その他これに準ずるものに規定していること、次世代育成支
援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 12 条第１項の規定により、同項に規定する一般事業主行動計
画の届出を行い、かつ、インターネットの利用その他の方法により公表していることその他の規則で定める
基準に適合するものである旨の認証を行うことができる。
２ 知事は、前項の認証をしたときは、当該認証の申請をした事業者に対し、認証証明書を交付するとともに、
規則で定めるところにより、当該事業者が行う子ども・子育て支援に関する事項で規則で定めるもの（以下「登
録事項」という。）を規則で定める登録簿に登録するものとする。
３ 知事は、前項の登録簿を一般の縦覧に供さなければならない。
（表彰）
第 20 条
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改革 教育の充実
6

②基礎学力の向上

（１）学力の向上
①公立中高一貫校によるエリート養成

つまずきを防ぐ指導基準（東京ミニマム）」を作成し

神奈川県の子ども達の学力は、小学生は全国平均

て各学校に配布するなど、学力向上策に力を入れて

より下、中学生は全国平均とほぼ同レベルである（川

いる。東京都の学力調査結果が良いことも、その成

崎市は、ともに全国平均よりやや上）
。一方で、東

果が表れているものと考えられる。
本県でも、学力の向上は保護者の強い関心事項で

京都は、神奈川県や川崎市より上位に位置しており、

あり、本県の公立学校への信頼を確保するためにも、

全国的に見ても良い成績である。
高等学校・附属中学校（川崎区）が設置されているが、

東京都は、基礎・基本の反復学習や習熟度別指導

重点的に取り組むべき課題である。全国平均程度と

この他にも、県立の中高一貫校を２校（中部・北部）

を推進するという方針を採っており、平成 20 年には

いう現状よりさらに上を目指し、少なくとも東京都と

されている。しかし、全国平均と比べると、本県は

設置することを提案したい。具体的には、新城高校（中

全国初となる独自の指導基準「児童・生徒の学習の

同水準の学力を達成することを目指すべきである。

生徒数に対する公立中高一貫校の数が少ない。仮に、

原区）と多摩高校（多摩区）を中高一貫校化し、県

全国平均や東京都と同程度の公立中高一貫校を設置

立のエリート校化することが考えられる。

現在、神奈川県には公立の中高一貫校が４校設置

するならば、県内に 10 校程度は設置されていてもよ

また、大学と提携して、こうした一貫校を付属校化、

いことになる。すなわち、神奈川県の生徒は、他の

あるいは指定校化して、卒業生の一定割合は大学に

都道府県の生徒と比べて、公立中高一貫校という選

進学できるような仕組みにすることも検討すべきで

択肢が少ない状況にあるといえる。

ある。

全国的に、公立中高一貫校は優れた実績を残して
おり、生徒・保護者のニーズは高い。県内から都内
の私立中高一貫校に進学する生徒が多いのも、県内

小学国語

中高一貫校数
（公立）（A）

高校生徒数
（B）

比率
（B/A）

考えられる。したがって、公立中高一貫校に対する

神奈川県

4

12.5 万人

3.1 万人

ニーズに応じて、さらなる増設を検討すべきである。

東京都

11

12.3 万人

1.1 万人

川崎市内には、公立中高一貫校として川崎市立川崎

全国計

184

220 万人

1.2 万人

小学算数

中学国語

中学数学

A

B

A

B

A

B

A

B

全国平均

72.9

55.5

78.1

58.2

79.4

51.0

67.4

59.8

川崎市

73.2

57.6

79.1

60.9

80.6

52.6

67.9

61.5

神奈川県

71.3

54.6

76.9

58.6

79.2

51.5

67.0

60.8

東京都

75.5

57.2

79.4

61.2

80.7

53.2

68.8

61.8

公立中高一貫校の設置状況
都道府県

に公立中高一貫校の選択肢が少ないことが一因だと

平成26年度全国学力・学習状況調査結果（公立学校の正答率）

※各教科とも、Aが知識、Bが活用を問う問題となっている。

③教員の資質向上

（出典）国立教育政策研究所資料

成している。こうした事例も参考にしながら、神奈川

学力向上のためには、まず何よりも、学力向上に

県と川崎市が連携して、教科ごと・学年ごとの具体

向けた教員の意識改革と、指導方法などの資質向上

的な指導のポイントを示した資料の作成を行うべき

が重要である。

である。また、資料を作成することとあわせて、教

東京都は、上述した指導基準（東京ミニマム）を
はじめ、各教科について独自の詳細な指導資料を作

員研修を強化して、指導資料の各教員への周知を徹
底する必要がある。

東京都が独自に作成している指導資料
教材名

対象

教科

頁数

改訂版 児童・生徒の学習のつまずきを
防ぐ指導基準（東京ミニマム）

小学校
中学校

国語・算数
（数学）

105

発展的な学習を推進するための指導
資料〈小学校編〉

小学校

国語・社会・
算数・理科・

143

発展的な学習を推進するための指導
資料〈中学校編〉
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（２）道徳心の育成
幼少期から、善悪の判断やルールを守ること（規

新たな道徳教材「私たちの道徳」を作成し、今年度

範意識）や、社会の構成員としての「公」の意識（公

から各学校に配付している。こうした教材なども活

共心）を育成することが重要であり、そのための道

用しながら、神奈川県独自の教材の開発、教員研修

徳教育を充実する必要がある。

の強化、指導法の研究開発など、道徳教育の充実に

国の政策としても道徳教育の強化が行われており、

取り組む必要がある。

改革 保護者の負担軽減
7
（１）所得制限の撤廃（児童手当、高校無償化）

（３）領土に関する教育

の後の政治状況の変化などによって、現在では両方

したがって、国レベルの制度として、所得制限を

ともに新制度となり、所得制限が付されるようになっ

廃止して、財源は消費税などで広く薄くまかなうこ

ている。

とが望ましい。国レベルでの実現までの間は、神奈

という理念に基づいて創設された制度である。この

や主権に関する正しい知識と理解を持つことは、現

正しい知識と理解を身につけるための教育を学校段

理念に従えば、所得制限を設けるのではなく、全て

在の国際関係の中で生きる日本国民にとって必須と

階から行うことは喫緊の課題である。
我が国でも、竹島を擁する島根県では、小中学校

尖閣諸島の位置や国境を地図で正しく示せる人は少

段階から独自の教材も使って領土に関する教育を実

ないのが現実である。

施している。こうした事例も参考にしながら、県内の

真の国際人とは、決して無国籍の人間ではなく、
自国の主張や伝統文化などをしっかりと身につけた

小中学校において、領土・主権に関する教育を行う
プログラムを開発・実施する必要がある。

上で、相手を尊重できる人間である。領土問題は、
対応を誤れば将来に向けて大きな禍根を残しかねな
い問題である。そのような大問題について、現状で
は日本国民の意識はあまりにも低いと言わざるを得
ない。
その原因として、近隣諸国が幼少期から極めて熱
心に領土教育を行っているのに比べると、我が国の
領土教育が不十分であることが挙げられる。例えば
韓国では、幼稚園から『独島（竹島）は我が領土』
という歌を教え、国民なら誰もがその歌を歌うこと
ができるという。そのような教え方が良いかどうか

川県独自に同様の制度を実現することを目指すべき

これらの制度は本来、
「社会全体で子どもを育てる」
は別として、国民の領土に対する意識や関心を高め、

なっている。しかしながら、実際には、北方領土、竹島、

を受けることが求められる。

制度は、当初は所得制限が付いていかなったが、そ

文部科学省が、これまでの「心のノート」に代わる

北 方 領 土、 竹 島、 尖 閣 諸 島 な ど、 我 が 国 の 領 土

の世帯が公平に負担をし、全ての世帯が平等に支援

民主党政権が創設した子ども手当や高校無償化の

地図に国境線を書き入れる問題での正答率
項目

正答率

北方領土周辺の国境

19.8％

竹島周辺の国境

20.8％

尖閣諸島周辺の国境

29.4％

全問正解

9.8％

全国50箇所で5,616人を対象に調査を実施。
回答者の平均年齢は44.4歳。

出典：日本青年会議所（日本 JC）

である。

（２）中学校卒業まで医療費無料化
県内の市町村はそれぞれ小児医療費助成の制度を

ていない。これに比べると、川崎市の助成内容は見

設けている。川崎市の場合、０歳児から小学校２年

劣りする感は否めない。

生まで は、入院・通院の医療費が無料となっており、

また、神奈川県は、小児医療費助成を行う県内市

※

小学校３年生から中学校卒業までは入院のみが実質

町村への補助を行っている。県の補助制度は、平成

無料（一旦窓口で支払った後に助成金を払い戻し）

7 年の事業開始当初は補助率が 1/2 であったが、県

となっている。なお、１歳児以上については、すべて

の財政状況が厳しくなったため、現在では 1/4 まで

所得制限が付されている（※今年４月に無料化の対

縮小されている（政令市の場合）
。
したがって、まずは県の補助制度を当初の 1/2 補

象を小学校１年生⇨２年生までに引き上げ予定）。
一方で、他の市区町村は、さらに充実した助成を

助に戻すことが必要である。その上で、最終的には

行っている例も多い。例えば東京 23 区は、中学校卒

東京 23 区並みに、中学校卒業までの入院・通院を所

業までの入院・通院を全額助成し、所得制限も設け

得制限なしで助成する制度を目指すべきである。

小児医療費助成制度の比較

川崎市
東京 23 区

0歳児

1歳児～小2

小3～中3

助成対象

入院・通院

入院・通院

入院

所得制限

なし

あり

あり

助成対象

入院・通院

入院・通院

入院・通院

所得制限

なし

なし

なし

神奈川県の市町村に対する補助
平成 26 年度予算額：39 億 5,400 万円
小児医療費助成事業補助金

補助率：政令市（1/4）
一般の市町村（1/3）
小規模市町村（1/2）
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3.

県民の安全 ・ 安 心 を
守る取り組 み
子どもも高齢者も男性も女性も

（２）警察官の増員
本県の人口１万人当たりの警察官数は 17.1 人であ
り、東京都（32.5 人）や大阪府（24.0 人）はもちろ
ている。

これを、仮に全国平均並みにするとしたら、

現在 15,523 人である警察官の定数を、2,600 人以

警察官数
（H26.4. 条例定数）

る防犯対策を徹底します。また、大地震などの巨大災害から、ゲリラ豪雨や大雪な
どの地域災害まで、災害に強いまちづくりを進めます。

な警察官の増員が必要である。

人口
（H25.10. 推計）

1 万人当たり
警察官数

15,523 人

907.9 万人

17.10 人

東京都

43,272 人

1,330.0 万人

32.54 人

大阪府

21,275 人

884.9 万人

24.04 人

257,041 人

1 億 2,729.7 万人

20.19 人

国

（出典）岩手県 HP、総務省 HP

改革 防犯対策の徹底
8
（１）防犯カメラの計画的な設置の推進
かし、防犯カメラは１つの商店街等に何台かのカメラ
を設置するのが通常である。
したがって、現在の補助金を充実し、１団体当た

県民の体感治安は改善していない状況である。県民

りではなくカメラ１台当たりの補助とすることによっ

の安心感の向上のためには、官民挙げて防犯カメラ

て、商店街への防犯カメラの設置を推進する。また、

の計画的な設置を推進する（通学路、商店街など）

商店街以外にも、通学路のように優先的に防犯カメ

という、目に見える取り組みが必要であると考える。

ラを設置すべき地域を設定する必要がある。

現在、県では「神奈川県安全・安心まちづくり団

しても、全国平均に少しでも近づけるよう、計画的

神奈川県

全

事件などが相次いで報道されていることもあって、

現実問題としては一気に増員することは難しいと

警察官数の比較

通学路の安全や振り込め詐欺対策など、子どもからお年寄りまで安心して暮らせ

の、女性や子どもを対象とした誘拐事件・行方不明

指して警察官の増員に取り組むべきである。

ん、全国平均（20.2 人）と比べても少ない状況となっ

みんなが安全に暮らせるまちを創ります！

県内の犯罪認知件数は年々減少を続けているもの

上増員する必要がある。最終的には東京都並みを目

県は、これらを盛り込んだ「防犯カメラ設置５か年

体事業補助金」によって、１団体につき８万円を上限

計画（仮称）」を策定して、期間限定で補助金を拡充し、

に、防犯カメラの設置に対して補助を行っている。し

防犯カメラの設置を強力に推進すべきである。

改革 防災・安全対策の充実
9
（１）高層マンション対策
県内にも高層マンションが相次いで建設されてい

いった協定を関係企業と結ぶことが有効だと考えら

るが、地震などの災害時には、エレベーターが停止

れる。これは、基本的に民間同士の契約となるが、

して高層階住民が帰宅困難になり、いわゆる「高層

防災対策の一環として、こうした協定の締結を行政

難民」が発生するという問題が指摘されている。

が窓口となって積極的に行うべきである。

これを防ぐためには、一定階数以上の高層マンショ

多くの人口を抱える高層マンションは、災害時には

ンについて、①災害時に優先的にエレベーターを復

基本的にそこで自己完結できるようにするという思

旧する、②災害時に自家発電用の重油・軽油等を優

想が必要であり、条例でこうした協定の締結を義務

先的に供給する、③災害時に備えた備蓄を行う、と

付けることも検討課題である。

（２）帰宅困難者・残留児対策
災害時には、都内に通勤している県民が帰宅でき

るシステムを確立することが必要である。あわせて、

なくなる帰宅困難者の問題も発生する。特に、都内

残留児対応のマニュアル整備、安否情報の保護者へ

に通勤している保護者が帰宅できない場合には、子

の連絡体制、残留児および職員向けの備蓄の確保、

どもが取り残されてしまう「残留児」が深刻な問題

人件費・物件費などの公費負担の体制を整備するこ

となる。

とを提案したい。公費のみならず、平時からの積立

そのため、災害時に保護者が帰宅できない場合に、

や保険制度の創設も検討すべきである。

幼稚園、保育園、学校などでそのまま残留児を預か
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（３）ゲリラ豪雨対策

（４）ホームドアの設置

近年の気候変動によって、各地でゲリラ豪雨の被

川崎市は、丸子地区などを重点化地区として、10

今年度から、県の事業として「ホームドア設置促

害が多発している。短時間の局地的な豪雨に下水道

年に 1 度の豪雨（58mm/h）に対応できるよう下水

進事業費補助」が開始され、鉄道事業者がホームド

川崎市中原区内の駅においても、朝のラッシュ時

の排水能力が追い付かず、浸水被害が生じる都市型

道の整備を進めており、県と連携して着実に整備を

アを設置する場合に、1/2 の補助が行われることに

のホームは、混雑により危険極まりない状況である。

の災害である。今後もこうした傾向は続くと考えら

進める必要がある。

なった（補助率は、国 1/3、県 1/12、市 1/12）
。こ

最終的には全駅へのホームドア設置を目標として、

の事業の対象は、原則として利用客数が 10 万人以上

設置計画を速やかに策定・公表すべきである。

れる。

整備をさらに加速する。

の県内駅に限られているが、対象をさらに拡大して、
川崎市下水道事業中期計画（抜粋）
■丸子地区【重点化地区】（下水道浸水被害軽減総合事業）

（５）交通公園の整備
交通公園は、子ども達が楽しみながら交通ルール

置された。川崎市内ではかつて４園が設置されてい

や交通に関する知識を身につけることができる公園

たが、現在は小規模な１園が存続しているのみであ

である。公園内には、信号機、横断歩道、道路標識

る（溝口北児童交通公園）
。

などが設置されており、子ども達が自転車やカート

しかしながら、幼少期から楽しみながら交通ルー

などを借りて交通ルールの体験ができるようになっ

ルを身につけるという交通公園の意義は現在も失わ

ている。

れたわけではない。市や県の公園整備の一形態とし

交通公園の多くは、1960 ～ 70 年代にかけて、交
通事故死者が相次ぎ「第一次交通戦争」と呼ばれた

[凡例]
計画対象区域
施工予定路線
施工中路線
施工済路線

て、住民のニーズも勘案しながら、交通公園の復活
整備を図るべきである。

状況を受けて、当時の建設省が主導して集中的に設

平成28年度までに、中原区丸子地区の浸水対策工事の完了を目指します。
（出典）川崎市下水道事業中期計画概要版（2014 〜 2016）
、川崎市上下水道局、平成 26 年

10 年に 1 度の豪雨に対応できるようなハードが整
備されたとしても、これを上回る豪雨が発生するこ

鶴見川の氾濫を想定したものである）
。
そこで、下水道の配水能力の現状とゲリラ豪雨の

とも否定できず、万が一の対策は必要である。しかし、

場合に想定された被害を地図上に示した「ゲリラ豪

これまで自治体が作成している「洪水ハザードマッ

雨ハザードマップ」を作成・公開することが必要で

プ」は、主に大雨による河川の氾濫を想定したもの

ある。また、その結果に基づいて、被害が生じやす

であり、ゲリラ豪雨によって下水道の排水処理能力

い地域から優先的に、排水溝の能力増強を行うべき

を超えた場合の浸水被害を想定したものとはなって

である。

いない（川崎市の洪水ハザードマップは、多摩川と
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4.

医療・福祉No.1の県へ
もしもの時も安心の
医療福祉の最大限の充実を目指します！

神奈川県は人口当たりの医師数が少なく、今後の高齢化に対応するための医療環
境の充実が急務です。全国 47 都道府県で最高レベルの医療を目指します。さらに、
特養老人ホームの増設、障がいのある方の社会参加などの取り組みも推進します。

（２）がん対策の充実（がんセンターの機能強化）
〜 神奈川県民に最高のがん治療を！〜
県立がんセンターは、昨年 11 月に新病院が開業し

て個室であるなど、充実した設備を誇っており、患

た。最新の CT・MRI の導入や、病室の 1 人当たり

者に対する丁寧な説明など、医療の質についても極

面積の拡大など、施設・設備がこれまでより大幅に

めて評価が高い。こうした事例も参考にしながら、

充実した。また、体の深部のがん治療に効果的な重

本県においても、将来を見据えたがん医療体制の充

粒子線治療施設も来年完成予定である（国内 5 か所

実を急がねばならない。

目）
。
今後の課題としては、不足している医師・看護師
の確保、希望者が多く対応し切れていない緩和ケア

県立がんセンターの比較

病棟の充実、一般病棟の個室の充実、診療までの待

改革 医療の充実
10

「水源環境税」
（個人住民税の超過課税）を平成 19 年

に植え替えを推進し、最終的には杉を全廃して広葉
樹林化することを目標とする。

を推進する。一気に全てを伐採することは、費用面
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埼玉県立がんセンター

503

36（36）

れており、これら喫緊の課題にあらゆる手段を使っ

千葉県がんセンター

341

25（19）

静岡県立静岡がんセンター

615

50（50）

国立がん研究センター（参考） 600

─

（出典）国立がん研究センターがん情報サービス・各病院 HP

（３）安心して出産できる環境整備
近年、高齢出産の増加などを原因として、出産に

出生数 1 万人当たり 25 ～ 30 床が国としての整備

水源環境税の税率

花粉症の原因となっているスギなどの針葉樹林が中
スギなどの針葉樹林を伐採し、広葉樹への植え替え

むにつれて、がん患者はさらに増えることが予想さ

集中治療室である NICU（新生児集中治療室）は、

を提案したい。

心である。したがって、水源環境税の財源を活用して、

20（20）

対して不安を覚える人が増えている。新生児向けの

ているが、この財源を花粉症対策にも活用すること
水源環境税で保全・再生が図られている水源林は、

415

でも個室率が約 50%、緩和ケア病棟は全 50 室が全

でも水源保全の面でも問題が大きいと考えるが、徐々

度から導入している。税収は年間で約 39 億円となっ

神奈川県立がんセンター

例えば、静岡県立静岡がんセンターは、一般病棟

本県では水源環境の保全・再生事業の財源として

緩和ケア病床数
（うち個室）

ち時間の短縮、などが挙げられる。今後高齢化が進

て対応すべきである。

（１）花粉症対策の強化（水源環境税の活用）
〜 神奈川から花粉症をなくそう！〜

病床数
合計

標準税率

上乗せ率
（水源環境税）

均等割

1,500 円

300 円

所得割

4％

0.025％

目標とされているが、本県の現状では 24.3 床（平成
24 年時点）と、まだその水準を満たしていない。し
たがって、目標を達成するよう整備を急ぐ必要があ
る。施設・設備と同時に、医師の確保も重要課題で
ある。
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改革 ワーク・ライフ・バランスの改善
11

改革 高齢者・障害者福祉の充実
12

（１）残業代ゼロ、に反対！（労働法制の改悪に反対）

（１）特養待機者ゼロに向けた取り組み

安倍政権は、成長戦略の名の下に、残業代をゼロ

昨年３月に厚生労働省から発表された、神奈川県

なっており、施設の整備が急がれている。しかしな

にする「ホワイトカラーエグゼンプション」や、勤

内の特養待機者は 2 万 8,536 人となっている。平成

がら、短期的にこれを解消することは非常に困難だ

務地や仕事内容を限定する代わりに賃金が安い（そ

21 年の集計では 2 万 2,865 人から 5,671 人の増加

と考えられるため、入所の必要性の高い要介護４・５

して正社員より解雇しやすい）
「限定正社員」制度の

となっている。全国では待機者の数は約 52 万人と

の待機者の解消を優先課題とする。

普及など、労働規制の緩和を進めている。こうした、
企業の側だけの論理による労働規制の改悪には断固
反対し、サラリーマン世帯の声を政治に反映させる
ために取り組んでいく。

（２）認知症対策の推進
平成 24 年度の時点で、認知症の高齢者は 462 万

げるための医師への研修、一般県民や家族の認知症

人、その予備軍である「軽度認知障害（MCI）」の高

に対する理解を深め、早期の受診を促すための啓発

齢者は 400 万人いると推計されている。高齢者の 4

事業などに取り組むべきである。

人に 1 人が認知症とその予備軍となる計算である。
今後の高齢化社会のさらなる進展に伴って、認知症
対策の重要性がさらに増してくることは間違いない。

①早期発見・早期治療
認知症は、早期に発見・治療を行うほど治療効果

②行方不明者対策
年間約 1 万人の高齢者が、認知症による徘徊など
で行方不明になっている。家族がほんの少し目を離
した隙に行方不明になることもあり、24 時間気が休
まらない家族の苦労は並大抵ではない。

が高く、完全に治すことができない場合でも症状の

県内では既に、行方不明者の捜索や一時保護に協

進行を遅らせることができる。したがって、厚生労

力する関係機関による「徘徊高齢者 SOS ネットワー

働省の「今後の認知症施策の方向性について」
（平成

ク」が整備されている。これに加えて、GPS 貸与事

24 年 6 月）などを参考に、早期診断・早期支援に重

業の拡大、徘徊による事故の際の補償（保険）の仕

点を置いた認知症対策を推進する。

組みの構築などに取り組む。

具体的には、定期健診の際の認知症の発見率を上
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（３）障がい児の教育環境の充実
〜 障がいのあるお子様に最高の療育環境を！〜
①療育センターの充実
神奈川県内にも、発達障害などを抱えた小児向け
の療育センターが多数設置されている（例：横浜市

校）
の設置義務は県にあるとされている。したがって、
児童生徒が劣悪な通学環境に置かれないようにする
ことも、設置義務の一環としての県の責任である。

９か所、川崎市４か所）
。しかしながら、それらのす

神奈川県では現在、乗車時間を片道 60 分とするこ

べてが国立や都立の療育センターと同等の診断、訓

とを目標に整備を進めているが、例えば中原養護学

練、説明・情報提供ができるレベルとはなっていない。

校など、都市部では片道 30 分を目指して通学バスの

したがって、県内の療育センターで勤務するスタッ

増車を行うべきであると考える。なお、仮にバスの

フ（理学療法士、作業療法士など）の質の向上が求

数を倍にすれば当然コストはかかるが、その分小型

められており、県として研修や人材交流などを積極

のバスで済むようになるため、単純にこれまでのコ

的に推進する必要がある。

ストが倍になるわけではない。

②養護学校の通学バス増車
〜バス通学時間60分を30分に！〜

③特別支援学校の就職支援の充実
特別支援学校（盲学校、ろう学校、養護学校）の

養護学校に通う児童生徒は通常、スクールバスで

生徒は、卒業後に障がいの種類・程度や本人の意欲・

通学している。しかし現状では、バスの数が不足し

適性に応じた職に就き、社会参加や収入確保を図る

ているため、片道 90 分（往復 3 時間）もの長時間

ことが大切である。昨年度には、障がい者の法定雇

かけて通学している場合がある。障害のある児童生

用率の引き上げや対象企業の拡大が行われ、卒業生

徒が 90 分もバスに乗り続けることには、精神的・肉

の進路選択の可能性はさらに広がっている。したがっ

体的に大きな困難が伴うため、こうした状態を早急

て、特別支援学校での就職を想定した指導や就職支

に解消する必要がある。

援を充実していくことが必要である。

学校教育法第 80 条では、養護学校（特別支援学

（４）神奈川手話言語条例に基づいた環境整備
かつて、手話はろう学校での使用が事実上禁止さ

こうした流れを受けて、昨年 12 月に本県でも「神

れるなど、その正当な価値が認められず、口話法に

奈川県手話言語条例」を制定し、手話が言語である

劣るものとされていた。しかし近年、世界的に手話

こと、ろう者とろう者以外の者が共生することので

の価値を見直す機運が高まり、障害者権利条約（平

きる地域社会を実現すること等を定めた。この条例

成 18 年採択、平成 26 年批准）や障害者基本法（平

に基づいて、手話の普及や手話を利用しやすい環境

成 23 年改正）では、手話は音声言語と並ぶ「言語」

整備を行っていく必要がある。

と位置付けられ、その価値が認められるようになっ
た。
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1.

産業の振興と雇用の創出

（１）中小企業の支援
県内の中小企業を支援するため、従来からの金融
支援、経営支援等の枠組みに加えて、一定の条件を
満たした企業を対象とした法人住民税、法人事業税、
不動産取得税の減免制度を創設する。
大阪府は、府内の特区に進出し、新エネルギーや
ライフサイエンス等に関する事業を行った企業を対
象に、法人住民税、法人事業税、不動産取得税を減
免する独自の制度を実施している。本県でもその制

県の主な中小企業支援制度
金融支援

低利又は無利子融資

創業支援

補助・助成、相談・指導、セミナー、
インキュベート施設等

技術支援

補助・助成、相談・指導。セミナー、知
財支援等

経営支援

補助・助成、相談・指導、セミナー、販路
開拓支援、商店街活性化支援、情報化支
援、認証取得支援、海外ビジネス支援等

度を参考に、区域・業種を定めて法人関係地方税の
減免を行い、地元企業の振興や企業誘致の推進を図
るべきである。

人材育成支援
立地支援

補助・助成、相談・指導、セミナー、
情報提供
補助・助成、相談、情報提供、税制優遇

東日本大震災後、電気料金が上昇傾向であるため
に、商店会の負担は大きくなっており、補助率を６割

灯や、商店会が設置する街路灯の電気代に対する補

から引き上げることによって、負担軽減を行うべき

助を行っている。商店街の街路灯も、自治体・町内

である。なお、都内では 70% ～ 100% の補助を行っ

会の防犯灯と同様に、犯罪の抑止に効果があると考

ている区もあり、そうした区と比較しても川崎市の補

えらえる。しかし、自治会・町内会への補助率が９割

助率は低い状況となっている。

いる。

現在、チェーン店などを中心に、商店会に加盟し
ない店舗が増えている。商店街の環境整備や施設整

ていないのが実態である。
他の自治体では、商店会への加盟を訴えるために、

備などは加入店舗の負担で行われているため、非加

チェーンの本社に出向いて直接交渉している例もあ

盟店舗は「ただ乗り」
（フリーライダー）となってい

る。各店舗には、商店会に加盟する判断権限がない

る点で大きな問題がある。

場合もあるため、本社との直接交渉は有効な手段で

神奈川県では、この問題に対応するために「神奈

ある。神奈川県においても、条例に実効性を持たせ

川県商店街活性化条例」を制定しており、
「事業者は、

るため、県職員が自ら足を運んで商店会への加盟を

商店街の活性化を図るため、商店会への加入に努め

増やす努力を行う必要がある。

るものとする」と定めている。しかし、これは努力規

（３）アクアラインの「通勤定期券」導入
東 京 湾アクアラインは、普 通 車 800 円、大 型 車

を導入して、割引率を高めることを提案したい。こ

1,320 円という ETC 料金が当面継続されることに

れによって、川崎市と千葉県が一つの通勤圏となり、

なったが、これでも通勤などで毎日のように利用す

休日のレジャーやショッピングの利用も活性化する。
なお、現在の ETC 料金から、かつての料金に戻す

る個人にとっては大きな負担となっている。
現在の割引制度は、大口・多頻度で利用する事業

ことは現実問題としてあり得ないと考えるが、現在
の割引を恒久化することを明確にすべきである。

しかし、個人には割引制度がないため、
「通勤定期券」

現在川崎市では、自治会・町内会が設置する防犯

であるのに対し、商店会への補助率は６割となって

定であり、強制力がないため、大きな効果が上がっ

者が対象で、10%（または 5%）割引となっている。

（２）商店街の振興
①電気料金の補助

③商店会への加入促進

また、街路灯の LED 化に対しても補助を行ってい
るが、補助率が 1/2 となっているため、さらに引き
上げる余地がある。

②高齢者の買い物支援
今後高齢化がさらに進展する中でも商店街の利用
者を確保するためには、買い物代行サービス、商品

東京湾アクアラインの通行料金
軽自動車

普通車

中型車

大型車

特大車

通常料金

2,470 円

3,090 円

3,700 円

5,090 円

8,490 円

ETC 料金

640 円

800 円

960 円

1,320 円

2,200 円

大口・多頻度料金（高速道路共通）
①契約者の 1 ヶ月の利用額の合計が 500 万円超、かつ、
②契約者の自動車 1 台当たりの 1 ヶ月の平均利用額が 3 万円超
⇨ 1 ヶ月の利用総額を 10％割引
①契約者の 1 ヶ月の利用額の合計が 450 万円超、かつ、
②契約者の自動車 1 台当たりの 1 ヶ月の平均利用額が 2 万 7 千円超
⇨契約者の 1 ヶ月の利用総額を 5％割引

配達サービス、移動手段（タクシー等）の確保といっ
た対策が重要になってくる。現在は、商店街がこう
した事業を行う場合に、
「地域課題解決型コミュニ
ティビジネス支援事業」として 100 万円以内で補助
率 1/2 の補助を行っているが、本格的な事業の実施
には不足であるため、限度額・補助率をさらに拡充
すべきである。
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2.

スポーツ を 通 じ た
まちづく り

川崎市は、Ｊリーグの強豪・川崎フロンターレを擁

さいたま市（旧浦和市）では、市長が会長となっ

しており、スポーツは市民にとって身近な存在のは

て「サッカーのまちづくり推進協議会」を組織し、行

ずである。しかしながら、同じＪリーグの浦和などと

政、地元企業、自治会、市民グループ、商店街など

比べると、サッカーを通じて街中が盛り上がり、地

が一体となってサッカーのまちづくりを進めている。

域が活性化するという状況にはなっていない。

応援旗の作成・街路灯への設置、パブリックビュー

浦和レッズの選手・監督の足型・記念プレートの設

イングの実施、サッカーツリーの点灯、「浦和フッ

置、海外の強豪クラブを招待した「さいたまシティ

トボール通信」の発行、店舗への旗・ポスターの掲

派遣、小中学生を対象としたサッカー教室の開催、

示など
○クラブ（浦和レッズ）

レッズスクエア（グッズ販売、資料展示、パブリッ

サッカースクールの開催、幼稚園・小学校での巡回

クビューイング等のスペース）の設置、フラッグの

サッカー教室の開催、市内の全幼稚園・保育園・小

作成・商店街への配布など

中学校にサッカーボールを寄贈、総合型スポーツク
ラブ「レッズランド」の整備（サッカー、フットサル、

○商店街・民間
商店街の改名（北浦和銀座商店街⇨北浦和 GINZA

テニス、サイクリング、キャンプなど）、練習場の

レッズ商店街）、「浦和サッカーフェスタ」の開催、

市への寄贈、バナーの作成・商店街への配布

川崎市民のスポーツ実施率（週１回以上）
川崎市

37.7％

全国平均

45.3％

フロンターレを盛り上げる体制づくりを進めていく必

サッカー場の整備は急務である。市内には少年・少

要がある。子どもから大人まで地域住民がサッカー

女サッカーチームが各地域に設立されているが、練

を愛し、サッカーを盛り上げ、サッカーをする人も観

習・試合場所の確保に苦労しているのが実情である。

る人も、皆で楽しめる「サッカータウン」を目指すこ

下の表でもわかる通り、少年野球場は各地にある程

とを提案したい。

度整備されているのに比べ、少年サッカー場は圧倒
したがって、少年少女サッカーチームが練習場所

際にスポーツを楽しんでいる市民は少ない。その原

の確保に困らないよう、最低でも各区に 1 つは少年

因としては、気軽にスポーツができる場所が少ない

サッカー場を整備すべきである。また、学校の校庭・

ことが挙げられる。市民アンケートでも、場所の確

既存のグラウンドの利用の公平化するといった工夫

保に対する要望が圧倒的に多い。

も必要である。

スポーツ施設の中でも、少年少女が自由に使える
川崎市の野球場とサッカー場（市の施設）

サッカー場
（５か所）

野球場

少年
野球場

大師球場、桜川球場、小田球場、池上新田球場、富士見球場、御幸球場、等々力球場、上丸子天神第１・第２・第３球場、
上平間球場、宇奈根第１・第２球場、二子第１・第２球場、川崎市多摩スポーツセンター野球場、とんびいけ球場
大師少年野球場、小向仲野町Ａ・Ｂ野球場、多摩川大橋少年野球場、古市場野球場、上丸子山王町少年野球場、
瀬田少年野球場、諏訪第１・第２・第３少年野球場、北見方少年野球場、宮崎第１・第４少年野球場、南生田
少年野球場、三田少年野球場、稲田少年野球場、菅少年野球場、虹ヶ丘少年野球場、片平少年野球場

古市場サッカー場、等々力第１・第２サッカー場、上平間サッカー場、北見方サッカー場

（２）ドッグランの整備
川崎市内には、東扇島東公園にドッグランが整備

デー」を設けて、校庭をペットに開放することを提案し

されているが、他は民間事業者による会員制のドッ

たい。通常の校庭開放に代えて、犬などのペットに校庭

グランがあるだけである。より多くの市民が利用で

を開放する日である。なお、その際には、大型犬、中小

きるよう、各区１か所を目安としてドッグランの整備

型犬、その他のペットなどに分けることが必要である。

を行う。具体的には、多摩川河川敷や公園（等々力

ドッグランもペット開放デーも、いずれも利用者に

緑地など）を中心として場所を選定する。

重要だと思うスポーツ振興施策（上位3つ）

さらに、川崎市立の各小学校で年１回「ペット開放

いつでも、どこでも、だれもがスポーツ活動を気軽に
できるような活動場所の確保

76.6％

幼児から高齢者、障害者の各年齢に応じた多様なス
ポーツ種目の教室やイベント等の充実

36.1%

日本を代表するような競技力を持つチームや選手の
育成

21.3%

（出典）川崎市スポーツ推進計画

的に少ない。

川崎市民のスポーツ実施率は全国平均より低く、実

野球場
（36 か所）

さいたま市（旧浦和市）のサッカーのまちづくりに向けた取り組み

カップ」の開催、高校選抜サッカー選手団の海外

スポーツ施設が少ないことが問題であり、特に少年

また、市民のスポーツ環境も充実する必要がある。

（１）サッカータウン構想
〜 少年サッカーの環境を整えよう！〜

○行政

こうした事例も参考にしながら、まち全体で川崎

よる団体が管理運営を行うこととし、利用は自己責
任で行うことが必要である。

（３）F1 レースの誘致 〜川崎がモナコになる！〜
スポーツ振興のためには、その目玉となるような
イベントの誘致にも取り組むべきである。その一例と
して、川崎市臨海部に、F1 の公道レースを誘致する
ことを提案したい。

も多い。１周５キロ程度の周回コースで行われるが、
川崎市臨海部であればコースの確保も容易である。
仮に、すぐに F1 レースの誘致が難しいとしても、
他のモータースポーツ（自動車、バイク）で公道レー

F1 レースは、言うまでもなくモータースポーツの

スの開催を提案したい。公道レースの開催実績を積

最高峰であり、世界的な知名度も抜群である。日本で

み重ねることによって、将来の F1 誘致に向けた準備

は、近年ずっと三重県の鈴鹿サーキットで開催されて

にもなると考える。

いるが、諸外国では公道を利用して開催されるコース
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3.

原 発 ゼ ロ 政 策

原発 ゼ ロ に 向 けてあらゆる政策資源を投入

（１）原発ゼロ社会の実現
安倍政権の閣議決定したエネルギー基本計画は、
原子力発電を「重要なベースロード電源」と位置付け、
民主党政権下の原発ゼロ政策を大きく転換した。

②火力発電の増強・効率化
現状では、コストや安定性を考慮すると、原発を
代替できる電源は火力発電しかない。老朽化した火

東日本大震災と原発事故の教訓は 2 つである。1 つ

力発電所（特に石油火力）の更新を進め、高効率の

目はどんなに人類の英知をつくしても「想定外」の事

石炭や LNG 発電に転換することで、発電コストの削

態が起きうるということ、2 つ目は今の人類では原子

減も期待できる。

力を完全のコントロールする技術はなく、ひとたび暴
れ出したら誰も手をつけられないということだ。

③再生可能エネルギーの促進

この教訓から、私は原子力発電の持つリスクは社会

再生可能エネルギーは、現状では原発の代替にはな

で許容できるリスクを超えていると考えるに至り、1

らないが、発電量の増加には貢献することができる。特

日も早い「原発ゼロ」社会の実現を目指すべきとの

に、太陽光発電は昼間のピーク時に発電量が最大になる

立場に立つことにした。

ため、他の発電設備への負荷を減らすことに役立つ。

原発事故の収束と原因究明が行われていない中で、
原発に依存することはあり得ない。そのため、以下
の 5 つの施策を推進する必要があり、県議会におい
て国に意見書を提出するとともに、県民総ぐるみで
全県的な取り組みを進めるべきである。

①省エネの推進
LED 照明の普及やクールビズの推進など、従来か
らの省エネ対策をさらに推進する。例えば、日本全
体の照明を LED 照明に置き換えると、原発 26 基分
の電力が削減できるとされている。
また、これらに加えて、建物の断熱化によっても大
きな省エネ効果を期待することができる。高断熱住宅
は年間消費電力を 10% 削減できるとされ、日本の全
家庭が導入すれば原発約 4 基分の節電が可能となる。

④公的支援を含めた送電網の増強
現在、再生可能エネルギーの買取りを電力会社が
拒否するという事例が多発している。これは、送電
網の容量が足りないためである。再生可能エネルギー
のさらなる普及のためには、公的支援を含めた送電
網の増強が不可欠である。

⑤公的支援による電気料金補助
現在、原発を代替する火力発電の燃料費として年間
約 4 兆円のコストが発生しているが、このコストがす
べて一般家庭や中小企業の電気料金にまで転嫁されて
しまうと、国民生活や企業活動を圧迫することになる。
そのため、年間約 6 兆円の公共事業費（特に年間
約 1.3 兆円の道路予算）の一部を削減して、電気料
金軽減のための補助制度を創設する。

（２）神奈川県としての政策
（１）で述べた日本全体での対応を前提として、神
奈川県として原発ゼロのために貢献可能な政策とし
ては、以下のものが考えられる。
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①新電力の設立
まず挙げられるのは、新電力の設立である。現在、

の発電事業を行っている（最大出力 35.5 万 kW）
。

る。特に、これまでも「かながわソーラープロジェ

しかし、現在は電力会社に電気を売る事業（卸売事業）

クト」によって家庭での太陽光発電導入や民間のメガ

のみを行っており、家庭や企業に電力を直接販売す

ソーラー設置を促進しているが、引き続き積極的に推

る事業（小売り事業）は行っていない。

進していく必要がある。
また、自らが再生可能エネルギーを積極的に導入

したがって、今後は、新電力（PPS）を設立し、原
発を使わない電気を直接消費者に電気を売る事業に

することも重要である。神奈川県企業庁は、現在、

参入すべきである。また、現在は水力発電を主体と

太陽光発電所（メガソーラー）を１か所運営し（愛川

しているが、火力発電所を設置して、電力供給を拡

太陽光発電所：最大出力 1,896kW）
、他にも小規模

大すべきである。

な太陽光発電施設を複数設置している。

ただし、この場合に、新たな電力会社が、県の天

今 後 も、 太 陽 光 発 電 所 をはじ め と す る 再 生 可 能

下り先になるなど、行革に反する結果になることは

エネルギーによる発電設備をさらに増設することに

避けなければならない。したがって、新電力会社は

よって、県が自ら再生可能エネルギーの普及に取り

民間を主体とし、県が資金や設備などの面で支援を

組む姿勢を示すべきである。

行うという形態とすることが望ましい。

【参考】自治体による新電力事業の例
群馬県中之条町は、昨年 10 月に町などの出資に

③原発以外からの電力購入の義務付け
神奈川県では、
「神奈川県グリーン購入基本方針」
に基づいて、
「電力のグリーン購入」を行っている。

より一般社団法人「中之条電力」を設立し、電力

これは、県の施設で使う電力を購入する際、電気事

小売事業に参入した。太陽光や水力で発電した電

業者の環境配慮の状況を評価して入札資格を決める

力を、町内の公共施設に販売している。自治体に

ものである。

よる新電力事業への参入としては初の試みである。

これを一歩進めて、県が購入する電力を「原子力

また横浜市は、2015 年以降に新しい電力会社を

発電を使用していない電力」に限定することによっ

設立し、自前の送配電網を整備して、みなとみらい

て、県が率先して脱原発の姿勢を示すべきである。

21 地区に電力供給を行うことを計画している。

②再生可能エネルギーの推進
神奈川県では、平成 25 年 7 月に「神奈川県再生
可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」を制
定し、県を挙げて再生可能エネルギーの普及に取り
組んでいる。
条例に基づく取り組みを推進し、県民や事業者に
よる再生可能エネルギーの導入を支援する必要があ

（３）スマートシティーの推進
先端技術を駆使して、街全体でエネルギー利用の効

学術研究都市（けいはんな学研都市）
、北九州市の４

率化を進める「スマートシティー」の取り組みが、全

か所を実験都市として実証実験を行っている。横浜

国的に注目されつつある。太陽光発電、蓄電池、電気

市などの成果を活かして、例えば箱根町など県内の

自動車・バス、廃熱利用などの技術を組み合わせて、

他地域にもスマートシティーの取り組みを普及して

電力利用量や CO2 排出量を削減する取り組みである。

いくべきである。これは県西部における観光振興に

政府は、横浜市、愛知県豊田市、京都府関西文化

も資するものであると考える。

神奈川県企業庁は、全国の公営電気事業の中で最大
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4.

東京オリンピック・パラリン
ピックに向けた取り組み
すべての希望者にオリンピック体験を！

（１）子どもボランティアの参加
東京オリンピック・パラリンピックが開催される際

ベントの運営に参加するという体験は、子ども達に

には、県内の子ども達もボランティアとして運営補

とって大きな刺激や自信となり、その後の人生に与

助に参加し、できるだけ多くの子ども達にオリンピッ

える影響も大きい。自国開催のメリットを最大限に

クを体験してもらうべきである。

活かすためにも、できるだけ多くの子ども達が参加

世界の一流選手を間近で見る体験や、世界的なイ

できるよう、国や東京都と調整を行う必要がある。

（４）オリンピックの機会を利用したインフラ整備の推進
①多摩沿線道路、南武沿線道路、
国道409号線、尻手黒川道路など
主要道路の低騒音舗装

③南武線の高架化
JR 南武線の高架化（連続立体交差事業）を推進し、
「開かずの踏切」を解消する。今年度からようやく調

低騒音舗装は、通常のアスファルト舗装よりも路

査が始まり、完成までは 15 年から 20 年が必要と見

面の空隙が多い舗装であり、排水性も高い舗装方法

込まれているが、着実に事業を進め、少しでも早期

である。現在、主要幹線道路を中心に低騒音舗装が

の完成を目指す必要がある。

実施されつつあるが、さらに整備率を上げて、川崎
市内の道路騒音の低減を図るべきである（多摩沿線
道路、南武沿線道路、国道 409 号線、尻手黒川道路）
。

②等々力大橋（目黒通りの延伸）の
早期実現
多摩川を渡る新しい橋「等々力大橋（仮称）」を建

④羽田空港のアクセス改善
神奈川県と羽田空港のアクセスを改善するため、
羽田空港と川崎市を結ぶ連絡橋を 2020 年までので
きる限り早期に建設すべきである。また、JR の東海
道貨物支線を利用した、横浜、川崎、羽田空港、品
川の鉄道アクセス改善も実現を目指す必要がある。

設して、目黒通りを延長する計画がある。来年着工
予定とのことであるが、川崎市内の交通利便性向上
のため、早期完成を目指す必要がある。

（２）希望者全員参加による聖火リレー
県民参加のもう一つの形として、子どもから高齢者

主催者との調整が必要となるが、聖火を分火した

まで、希望者が全員参加できる聖火リレーの開催を

「ミニ聖火」を全員が持って走ることができないだろ

提案したい。通常の聖火リレーは、選ばれたランナー

うか。これによって、多くの県民が直接オリンピック

だけによるものであるが、全員参加の聖火リレーは、

への参加を体感できる、まさに一生に一度の機会と

希望者全員が正規の聖火ランナーと一緒に走るので

なるに違いない。

ある。

（３）事前キャンプの誘致
東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ

誘致が実現すれば、地域の子どもやボランティア

誘致に取り組む。神奈川県は、都心へのアクセスの良

によるキャンプチームの支援活動、チームと地域住

さや施設の充実度など、キャンプ地としての大きな利

民との交流イベント等が開催できる。これによって、

点を持っている。したがって、複数の国・種目のチー

貴重な国際交流の経験となるほか、地域の一体感の

ムの事前キャンプを誘致することが可能だと考える。

醸成、地域スポーツの振興にも大きな効果が期待で

なお、施設は既存のものを活用することを基本とすれ

きる。

ば、財政支出は最小限に抑えることができる。
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