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はじめに  

 
政令市・川崎の選出議員だからこそ、県を厳しくチェックできます 

- 政令市・川崎に目を向けた県政を！ 

 

神奈川は、３つの政令指定都市（横浜・川崎・相模原）を抱える唯⼀の都道府県です。 
 
政令市・川崎の皆さんは、ほとんどの⾏政サービスを市から受けています。 
例えば、県は、図書館や⽂化施設など住⺠が使うための施設を全部で 116 も置いていますが、

このうち川崎市内にあるのはわずか 2 つ（川崎図書館と東⾼根森林公園）、全体の 1.6%に過ぎ
ません。こうした環境の中、川崎の皆さんは、県政への関⼼は薄いかもしれません。 

 
しかし、サービスは受けていなくても、負担は皆さんの肩にしっかりと乗っています。 
例えば、年間 1.2 兆円にのぼる県税。このうち実に 2/3（66%＝8,300 億円）は、３政令市

の住⺠や企業が⽀払っています。その額は、川崎だけで 16%＝2,000 億円（平成 27 年度）。
「サービス 1.6%」・「負担は 16%」というアンバランスさです。 

 
川崎市⺠とその代表は、県の⾏政サービスに頼らない（地元への利益誘導を求める必要がない）

⽴場であり、同時に、県の財政を⽀える「スポンサー」でもあります。だからこそ、しがらみなく、県の税
⾦の使い道をしっかりと監視することができますし、そうしていかなければなりません。その上で、多額の
納税に⾒合った、「川崎市⺠に⽬を向けた県政」をさせていかなければなりません。 

 
政令市選出の県議会議員の使命はここにあると、私は考えています。 
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この政策で、県政の改革を迫ります 

- 特定団体の代表でなく、国民全体の代表であり続けます！ 

 

今回、県政に向けた政策を、⼤きく２つお⽰ししています。 
 
１つは、⽴憲⺠主党が国政でもお約束した政策を、神奈川から発信・推進する挑戦です。特に、

神奈川のあり⽅を⼤きく変える政策を、「８つの抜本政策」としてお⽰ししました。 
 
もう１つは、政令市・川崎の受ける⾏政サービスの薄さ、財政負担の重さというアンバランスを解

消するための、「４つの重点政策」です。特に、地元・中原区にお住まいの皆さんの声を、⾜を使って
集めた政策を選りすぐってあります。 

 
私は、「地盤・看板・かばん」を何も持たないまま、いまも県議会の議席をお預かりしています。私

が持っているのは、国・県・地域をよくしたいという志と、ここにまとめたひとつひとつの政策だけです。 
 
特定の団体ではなく、中原区にお住まいのひとりひとりの皆様からご⽀持をいただきながら、しがら

みのない活動をしていきたいと考えています。ぜひご⼀読いただき、様々なご意⾒をお寄せいただけれ
ば嬉しく思います。よろしくお願いいたします。 
 
 

神奈川県議会議員 
滝⽥孝徳 
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第１章：立憲民主党ならではの、８つの抜本政策 

1. 神奈川発「原発ゼロ社会」の実現 

2. 高齢者を支える年金の絶対確保 

3. 10 月の消費増税反対 

4. ヘイトスピーチのない共生社会 

5. 職場で働く女性を守る、セクハラゼロ 

6. 水道民営化にノー 

7. 横浜にカジノはいらない 

8. 対等な日米関係の実現 - 不平等な日米地位協定の改定 

 

第２章：中原区の声に応える、４つの重点政策 

1. 誰でも子どもを産み、育てられる県へ 

・ （１）子育ての経済負担軽減 – 学費・塾代・病院代 

・ （２）働きながら子育てできる環境を - 待機児童ゼロ 

・ （３）公教育の充実 – 県立高校の定数拡大・質の向上 

・ （４）障がい者差別などへの対策 – 差別解消条例の制定 など 

2. いつまでも家族と元気に暮らせる県へ 

・ （１）「がん医療日本一」の県を – 川崎がんセンターの新設 

・ （２）老後の安心・家族のサポート - 地域・施設介護の充実 

・ （３）国民病「花粉症」への対策 

・ （４）会社員のための県政を – 働く環境の改善 など 

3. 万全の街づくりで暮らしを支える県へ 

・ （１）豪雨・震災対策 – 下水道能力の大幅強化を 

・ （２）治安の維持強化 – 警察力の増強を 

・ （３）交通ネットワークの充実 – 地域公共交通の維持を 

・ （４）商店街・中小企業の活性化 – 暮らしを支える地域経済を など 

4. 県民負担を 小化する、効率的な県へ 

・ （１）行政改革の基盤整備 - 行革を進める「仕掛け」を県政に 

・ （２）不要な支出の削減 - 「政令市に薄い」サービスの不均衡解消を 

・ （３）新たな財源の確保 - 「政令市に重い」財政負担の不均衡解消を 

・ （４）少数精鋭の議会へ – 名誉職的地方議会からの脱却 

 

第３章：神奈川県を変える、10 本の先進条例  
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（原発ゼロ） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

１. 神奈川発「原発ゼロ社会」の実現を！ 

 

原発ゼロは、国⺠の多くの願いです。しかし、国（⾃⺠党政権）は、「エネルギー基本計画」にお
いて、将来にわたって原発を使い続ける⽅針を明確にしています。また、県の⽅針も「原⼦⼒に過度
に依存しない」という曖昧なものにとどまり、原発ゼロ社会を⽬指しているわけではありません。 
 

提言（１）脱原発の推進 

 
私はかねて、「原発ゼロ」社会を実現すべきだと訴えてきた。なぜ、私がそこまで「原

発ゼロ」にこだわるのか。理由は明確だ。	

まず、原発は危険すぎる。いったん放射能が漏れ出せばいまの技術でコントロールで

きないことは、東日本大震災・福島第１原発事故で明らかになった。福島の事故は、発

生から８年を経てなお、正確な原因究明さえもできず、廃炉や汚染などの課題を残した

ままだ。	

さらに、例え事故を起こさなくてもリスクは常にある。原発は、数万年にわたって放

射能を出し続ける「核のゴミ」（高レベル放射性廃棄物）を吐き出しながら動く。そし

て、日本は、どこでどう処分するかさえ決められないまま、そのゴミを量産し続けてい

る。原発を、「トイレのないマンション」と揶揄する人もいるほどである。	

リスクがつきまとう一方で、どうしても使わなければならないという必要性もない。

大震災直後の一時的な計画停電を乗り切った後、日本では原発が実質ゼロとなっていた。

その間も、大きな混乱は起こらなかったではないか。	

人間がコントロールできない、国を滅ぼすほどのリスクを抱えたものを、使い続ける

必要はない。それなのになぜ使い続けようとするのか。私には到底理解ができない。近

年、元総理大臣の小泉純一郎氏が「『原発は安全、安い、クリーン』という関係者の説

明は、全部ウソだった！」と訴えている。全くその通りだと思う。	

	

ア）原発ゼロ条例の制定 
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立憲民主党は、2018 年の国会で、原発

ゼロ基本法案を提出した。全原発の即時

停止、再稼働・新増設・建替えの禁止、

核燃料サイクルの中止などが、その柱と

なっている。県議会でも、この法案の神

奈川県版にあたる「原発ゼロ条例」を制

定し（又は「原発ゼロ宣言」を実施し）、

県のエネルギー政策のあり方を明確にす

べきである。条例・宣言では、県内およ

び国内全体の原発ゼロを目指す理念と、

将来にわたって県内における原発立地・

稼働を認めない方針をしっかり示してい

く。また、後に述べる省エネ・再生可能

エネルギー利用の目標などもその中で明

記していく。	

また、国に対し、原発ゼロに向けたロ

ードマップを策定することも宣言の中で

求めていきたいと考える。	

	

イ）原子炉施設を含めた安全管理 

 

原子力が用いられるのは、原子力発電

所だけではない。相対的には小規模であ

るものの、川崎市内にも、大学や企業の

研究所に、あわせて４つの原子炉施設が

存在する（平成 27 年 4 月現在）。	

こうした試験研究用の原子炉は、「原子

炉等規制法」により国（原子力規制委員

会）の許可を取らなければ設置できない

ことにはなっているが、地元での歯止め

は特にない。試験研究用原子炉について

も、安全管理のための規制強化を国に求

めて行くべきである。	

また、試験研究用の原子炉については、

事前の防護策も充実させておくべきであ

る。まず、万一の場合を想定した避難計

画を、国と県・市で連携し策定しておく

必要がある。また、国の指針により、原

発から 5 キロ圏内の自治体には安定ヨウ

素剤の事前配布が求められている。試験

研究用原子炉についても、近隣住民には

安定ヨウ素剤の事前配布を行っておくべ

きだろう。	

	

※安定ヨウ素剤：放射能を持たないヨ

ウ素の薬剤。被曝すると、「放射性」ヨウ

素が甲状腺に集積するが、被曝の前後に

安定ヨウ素剤を服用すると、放射性ヨウ

素の集積を90%以上減らすことができる。	

 

提言（２）省エネ・再生可能エネルギーの促進 

 
原発ゼロ社会を目指していくためには、原発がなくても持続できる社会を作るため、

省エネや再生可能エネルギーの普及を同時に進めることが欠かせない。先に述べた立憲

民主党の原発ゼロ基本法案でも、2030 年時点での電力消費削減、再生可能エネルギー比

率に目標を定め、社会の転換を目指している。	
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ア）県の省エネ目標の引き上げ 

 

社会全体で省エネ化を進め、原発以外

の電源（火力発電、再生可能エネルギー

など）で十分にまかなえるレベルまで電

力ニーズを抑えることができれば、原発

不要論を補強する大きな材料になる。	

先に述べた立憲民主党の「原発ゼロ法

案」では、電力消費量削減の目標を、2010

年比で、2030 年に 30%の削減としていた。	

県では、「再生可能エネルギー導入促進

条例」に基づき、2014 年に「かながわス

マートエネルギー計画」を策定。県内の

年間電力消費量について目標を設定して

いる。しかしながら、目標は、2010 年度

比で、2030 年度に 15%の削減と、控えめ

な水準になっている。県の目標も、「2030

年度で 30%の削減」まで引き上げること

を提案したい。	

県庁は、2018 年度に、庁舎内の照明を

100%LED 化した。こうした動きを企業・

家庭にも拡大していきたい。日本全体の

照明を LED 化すると、原発 13 基に相当す

る電力が削減できるとする試算もある。	

また、建物の断熱化による省エネも効

果が大きい。家庭のエネルギー消費のお

よそ4分の1が冷暖房で占められており、

ここを大きく削ることができる。県は住

宅の省エネ改修に補助を行なっているが

年間数十件程度の利用にとどまっており、

テコ入れを図る必要がある。

	

イ）地域新電力の設立 

 

省エネと併せて、原発以外の電源（火

力発電、再生可能エネルギーなど）の供

給量を増やすことでも、原発への依存度

を引き下げることができる。	

「原発ゼロ法案」では、再生可能エネ

ルギー供給量の割合を、2030 年までに

40%に拡大することを目標としていた。県

の計画では、分散型電源による発電量の

割合を 2030 年度で 45%としており、この

点は野心的な目標として評価できる。	

	

問題は、これを達成するための方法で

ある。私からは、神奈川県内で家庭や事

業所に電力の小売りを行う、地域新電力

の設立を提案したい。地域新電力の設立

は全国で相次いでおり、自治体が関与す

るものだけでも 20 社以上が地域で電力

を販売している。市町村だけでなく都道

府県も関与しており、例えば、山形県の

「山形新電力株式会社」、山梨県の「やま

なしパワー」などがある。	

ただし、私は県の第三セクターを安易

に拡大すべきではないと考えており、新

たな会社が県の天下り先になるなど、行

革に反する結果になることは避けなけれ

ばならない。ここで注目したいのが、山
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梨県の事例だ。「やまなしパワー」は、会

社組織ではない。電力小売りサービスの

ブランド名であり、実際に動いているの

は県企業局と東京電力だ。県企業局が水

力で発電した電力を東電に売り、東電は、

割引料金で県内企業に電力を販売する。

会社を設立しないため県からの出資はな

く、かつ、小売り販売網を持たない県企

業局の弱みを補完できる。	

神奈川でも、企業庁は、全国の公営電

気事業の中で 大の発電事業を行なって

いる（ 大出力 35.5 万 kW）。一方で小売

り事業は手がけておらず、同様の枠組み

が適用できる可能性が高いと考える。
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（年金確保） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

２. 高齢者を支える年金を守ります！ 

 

政府は今後、年⾦の給付を徐々に減らすことを計画しています。⽴憲⺠主党は、持続可能で暮
らしを下⽀えする、国⺠に信頼される年⾦制度を確⽴します。 

 
○あなたの年金を、減らさない 

 

2018 年 10 月、安倍内閣は、１年後に

消費税増税を行うことを閣議で固めた。

振り返れば、2012 年、増税の方針が決め

られた際は、国民に負担をお願いする国

会議員がまず身を切るべきとして、数十

議席規模で衆院の定数を削減することが

前提となっていた。	

しかし、その後の衆院の定数削減はわ

ずか 10 議席。参院に至っては、党利党略

のため逆に定数が 6 増やされている。自

分の痛みは避けながら、国民には増税で

痛みを押し付ける。約束や信頼を裏切る

こうした姿勢では、国民の政治不信をあ

おる一方である。	

	

さらにそうした中、高齢者の暮らしを

支える年金も、将来的に減らされる見通

しとなっている。年金の給付水準は、現

役時代の手取りを 100 とした比率で示さ

れる。いま現在の比率は「62%」だが、国

の将来試算では低下が見込まれている。

楽観的なシナリオであれは 50%を割り込

まず下げ止まるものの、悲観的なシナリ

オではなんと「39%」まで低下する。さら

に、非正規雇用の世帯や共働きの世帯で

は、この比率がさらに下振れする可能性

もある。	

高齢者の単身世帯化・貧困化が進む中、

生活を支える年金給付のこれ以上の切り

下げは絶対に許されない。県から国に対

し、年金給付の維持と高齢者の暮らしの

支援を働きかけていくべきである。	
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（消費増税反対） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

３. 10 月の消費増税に、反対！ 

 

2019 年 10 ⽉、消費税率が 10%に引き上げられる予定です。⽴憲⺠主党は、消費不況が続
く中での増税に反対しています。 

 
○不況下での消費税増税に反対 

 

国内の家計消費が伸びない。むしろ国

の調査では、４年連続で家計の消費が減

っている（2017 年）。収入が伸びても、

将来に対する不安からお金が貯蓄に回り、

消費に回っていかないからだ。企業が輸

出で業績を伸ばしても国内では景気回復

の実感が乏しい、まさに「消費不況」で

ある。	

こうした消費不況から脱却できない段

階で、消費税を増税すべきではない。消

費意欲を冷え込ませ、経済に大きな打撃

を与えるからだ。過去、自民党政権は２

度増税を延期したが、消費不況が続く状

況はそのときとなんら変わらない。今回

に限って増税に踏み切るべきという合理

的な理由はない。	

消費増税に伴う反動減対策にも、問題

が多い。例えば、キャッシュレス決済で

２％還元するという対策は、年金生活者

をはじめとしたカード決済に不慣れな層

を無視した強引な施策である。	

	

人々の生活を直撃し、消費を冷え込ま

せるこのタイミングでの消費増税には、

断固反対である。	
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（ヘイトスピーチ） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

４. ヘイトスピーチのない共生社会を！ 

 

県内でも、外国出⾝者に侮辱・脅迫を繰り返す「ヘイトスピーチ」が続いています。 
国政では、2016年、「ヘイトスピーチ解消法」が成⽴し、国内では「不当な差別的⾔動は許され

ない」ことを宣⾔しました。司法においても、最⾼裁がヘイトスピーチについて、「憲法 13 条にいう『公
共の福祉』に反しており、表現の⾃由の濫⽤であって、法的保護に値しないといわざるを得ない」と述
べ、ヘイトスピーチが表現の⾃由の対象外となるケースがあることを明確にしています。 

ヘイトスピーチのない神奈川県を⽬指し、県政も動きを加速させていくべきです。 
	

ア）違法行為に対する取り締まり 

 

国のヘイトスピーチ解消法は、禁止・

罰則の規定を持たない理念法である。し

かし、その理念が明確に示されることに

よって、地方自治体や警察を含めた行政

の現場において、法令の解釈を厳格化さ

せる効果がある。	

ヘイトスピーチを行うデモは、その内

容以外にも、様々な場面で法令と関わる。

例えば、道路を使うなら道交法、大きな

音を出すなら騒音防止条例、公園やホー

ルを使うなら自治体の利用許可が関わっ

てくる。器物損壊、暴行や脅迫という視

点もある。	

こうした法令の適用において、警察庁

は、「違法行為を認知した場合には、法と

証拠に基づき、あらゆる法令の適用を視

野に入れて厳正に対処」すると国会で答

弁している。	

神奈川県警も、県議会での私からの質

問に対し、同様の方針を述べた。県警に

は、この方針に沿った厳正な対処を求め

ていきたい。
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イ）人権尊重条例（ヘイトスピーチ対策条例）の制定 

 

東京都は、2018 年、「オリピック憲章

にうたわれる人権尊重の理念実現のため

の条例」を制定した。これは、LGBT 差別

とヘイトスピーチの 2 点を大きく対象と

した条例である。	

ヘイトスピーチについては、具体的に

は、都の公共施設の利用制限や、ネット

上での誹謗中傷の拡散防止措置を定めて

いる。大阪市にも同様な条例があるほか、

川崎市・名古屋市・神戸市でも検討が行

われている。	

県でも、同様の条例を制定し、ヘイト

スピーチに対する県独自の対策を導入し

ていくべきである。	

	

ウ）ヘイトスピーチを許さない教育の充実 

 

ヘイトスピーチをなくしていくために

は、次世代を担う方たちに教育を進めて

行く必要がある。特に、小中学校などの

若い段階から考え方の核を育てていくこ

とができるよう、市町村の教育委員会と

も連携し、ヘイトスピーチを許さないた

めの教育面での取組を進めていくべきで

ある。	

 
 

	

私は、外国籍住⺠への参政権の付与や、地⽅⾃治体から朝鮮学校への補助の⽀出について
は、反対です。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。また、⽇本⼈を拉致した体制を賛美・崇拝する教育を⾏う学校に
対して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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（セクハラ対策） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

５. 職場で働く女性を守る、セクハラゼロ！ 

 

昨年国では、財務省の事務次官が、⼥性記者へのセクハラ問題をきっかけに辞任した。国は、⼥
性の社会活躍を求める⼀⽅で、⼥性を守るための取組はおろそかにしたままである。職場で働く⼥性
を守る、環境の整備を進める必要がある。 

 
○「ハラスメント防止アドバイザー（仮称）」の企業派遣 

 

セクハラ・パワハラの防止には、すべ

ての企業が取り組む必要がある。従業員

にとっては働く環境の整備として重要で

あると同時に、企業経営者にとっては、

自社の離職率を抑えることによる生産性

改善策、訴訟によるリスク回避策にもな

る。	

	

一方で、ハラスメント防止のための研

修を行うためには、それなりの費用がか

かる。小規模な企業にとっては、研修を

行うこと自体が経営的な負担となってし

まうのが実情である。	

そこで、県職員を小規模企業に派遣し

社内研修を行う、「ハラスメント防止アド

バイザー（仮称）」を制度として設けるこ

とを提案したい。現在も、県の労働セン

ターが講演会やセミナーを行っているが、

年に２〜３日、ホールに企業の担当者を

集めるだけであり、実効性があるとは言

い難い。むしろ、小規模企業からの依頼

を受け、県職員の方が企業へ出向き、現

場を巻き込んだ研修を行う必要がある。	

	

県には「暮らし安全指導員」という仕

組みがある。自治会や学校の求めに応じ

て職員を派遣し、犯罪防止や自己防止の

ための教室を開くものである。無料なた

め気軽に頼め、好評である。同様の取組

を、働く女性を守るためにも展開すべき

である。	
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（水道民営化反対） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

６. 水道の民営化に、ノー！ 

 

2018 年、国会で「⽔道法」が改正されました。⽔道施設の⽼朽化が進み改修費⽤が不⾜する
中、⽔道の運営権を⺠間事業者に委ね、事実上の⺠営化を可能にするものです。⽴憲⺠主党
は、「命の⽔」を商品化し外資に売り渡すこの⽅針に対して、強く反対してきました。 

 
○県内の公営水道の維持 

 

2018 年の水道法改正により、これまで

市町村が直接運営してきた上水道につい

て、コンセッション方式での民営化が加

速することとなった。これまでも制度上

は民営化が可能だったが、今回の改正で

ハードルが大きく引き下げられたもので

ある。	

「コンセッション方式」とは、施設は

市町村の手元に残したまま、サービスの

運営を民間に任せる民営化のやり方だ。

サービスは全般的に民間企業が行うこと

になるため、例えば、料金の設定・サー

ビスの提供・水質管理などは、すべて企

業が自らの経営判断で行うことになる。	

	

私は、住民の命を支える「水」の供給

は、市場には馴染まず、政治と行政が責

任を持って行うべきものだと考える。し

たがって、水道の民営化には反対である。	

	

民営化されれば、まず、水道料金が上

がることが懸念される。そもそも今回の

法改正のきっかけが、老朽化した施設の

改修費用の財源不足である。民間企業が

税金を使わず費用を賄っていくためには、

普通に考えれば、料金を上げなければ経

営が成り立たない。	

実際に海外では水道民営化により急激

に料金が引き上げられてきた。例えば、

フランスのパリ市は、1985 年と古くから

水道を民営化していたが、料金が３倍以

上に高騰。結果、2010 年、もう１度市が

運営することにした。イギリスでは、貧

困世帯の抱える借金の中で水道料金の割

合が上がり、障害者がトイレを流す回数

を制約されるなど深刻な問題に発展して

いる。	

日本では、市町村が条例で料金の上限

を決められることになっているが、地域

独占企業となる水道会社に「上げざるを

得ない」と言われれば、市町村議会はど

こまで対抗できるだろうか。	
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逆に、料金を上げないのであれば、企

業が考えるのはコストの削減である。も

し、水の安全性管理や災害時の備えなど

に矛先が向けば、いざというときに取り

返しのつかないことになる。	

市町村が企業をしっかり監督するから

安心だというのが政府の説明だが、果た

してそうか。一度民営化され、20 年・30

年と経てば、役所には現場がわかる職員

はいなくなる。仮に不祥事があっても、

すぐに公営に戻すことは難しくなってい

く。そうしたときに、市町村の監督が本

当に機能するだろうか。	

	

神奈川県は、計画の策定や市町村との

協議の場で、民営化に反対していくべき

である。改正水道法では、民営化と並び、

複数の市町村が連携する広域化も進めや

すくなる。神奈川では、県が主導し、民

営化ではなく広域化を進めて、安心な水

道と経営基盤の強化を両立させていくべ

きである。	
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（カジノ反対） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

７. 横浜に、カジノはいらない！ 

 

2018 年、⾃⺠・公明・維新の３党が強⾏し、国会でカジノ実施法（IR 区域整備法）が成⽴
しました。⽴憲⺠主党は、国会で、賭博で⾝を滅ぼす⼈が⽣まれる、利益を外資に売り渡すことにな
るなどの理由から、法案に反対しました。 

 
○県内へのカジノ誘致への反対 

 

2020 年には、カジノ誘致を目指す自治

体が手をあげ、その翌年にはカジノの開

設エリアが決まる。県内では、横浜市が、

事業者からプランを募るなど、誘致の検

討を進めている。	

しかし、2017 年の民間調査会社の世論

調査では、国民の 44.9%がカジノ整備に

「反対」であり、「賛成」の 18.3%を大き

く上回っている。	

私は、県民の理解が得られないままの

カジノ誘致には反対である。県民の多く

がカジノの整備に前向きになっているこ

とが明確になるまでは、県議会でも反対

の姿勢を取っていきたい。	
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（日米地位協定の改定） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

８. 対等な日米関係の実現を！ 

 

「⽇⽶地位協定」は、⽇⽶安保条約に基づく政府間協定で、在⽇⽶軍の犯罪に関するルールを
定めています。例えば、⽶兵が基地の中や業務中に犯罪を犯しても、⽇本には裁判権がありませ
ん。⽇本の警察は、基地に⽴ち⼊れないだけでなく、ヘリが墜落しても現場にも⼊れません。業務外
の犯罪でも、起訴前には⾝柄が引き渡されません。 

こうした、独⽴国とは思えない不平等なルールが、地位協定によって設定されています。 
 

ア）日米地位協定の改定 

 

地位協定のあり方は、厚木海軍飛行場、

キャンプ座間、横須賀海軍施設など、多

数の米軍施設を有する神奈川県にとって、

県民の安心・安全を左右する大問題であ

るが歴代自民党政権は運用改善にとどま

ている。	

私は、小手先の運用改善ではなくルー

ル自体の抜本改善が必要と考え、不平等

な協定の改定を県議会で一貫して訴えて

きた。こうした働きかけにより、神奈川

県が、協定改定に向けた取組を他県に提

案し、犯罪防止策など新たな改定項目を

含めた初の「特別要望」の取りまとめを

リードするまでになった。	

こうした県から国への訴えを強く支持

し、県民の安心・安全の回復を目指して

いきたい。	

 
イ）米軍基地の縮小 

 

安全保障は国の基本であり、おろそか

にしてはならない。戦後の我が国は日米

安保体制の下で安全を確保しており、日

米関係が基軸となっていくことは当然で

ある。	

他方、県内には、2018 年時点で約 14.7

㎢と、沖縄県、青森県に次ぐ広さ（全体

の5.6%の在日米軍施設・区域が存在する。	

こうした基地負担は多くの自治体が連携

し、抑止力を落とさない範囲で負担の分

散を図っていくべきである。県としては、

地元市と連携して、国に対し、基地の整

理・縮小・返還の促進を働きかけていく

べきである
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第２章 

 

中原区の声に応える、 

４つの重点政策 

 

（子育て・教育政策） 

１. 誰でも子どもを産み、育てられる県へ 

 

（医療・福祉政策） 

２. いつまでも家族と元気に暮らせる県へ 

 

（防災・安全政策） 

３. 万全の街づくりで暮らしを支える県へ 

 

（行政改革） 

４. 県民負担を 小化する、効率的な県へ 
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（子育て・教育政策） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

１. 誰でも子どもを産み、育てられる県へ 

 

⾸都圏でも「住みたい街」の常連となった武蔵⼩杉。その効果もあり、中原区の⼈⼝はこの10年
で約 15%増加し、約 25 万⼈となりました。賑やかになる⼀⽅で、街全体では課題も⽣まれていま
す。区の皆様から最もよく上がるのは、「⼦育て」についての声です。 

⼦育て環境は、国も川崎市も関わってくる問題ですが、県としてもしっかりとした対策が必要です。 
なお、「⼦育ては社会全体で応援するもの」と、私は考えます。このため、すべての⼦育て⽀援政

策は、所得の多い・少ないにかかわらず、すべての県⺠に平等に提供されるべきであり、所得制限
は不要というのが、私の基本姿勢です。 
 

子育て・教育政策 - ４つの提言 

 
（１） 

子育ての経済負

担軽減 

 - 学費・塾代・

病院代 

（２） 

働きながら子育

てできる環境を 

 - 待機児童ゼロ 

（３） 

公教育の充実 

– 県立高校の定

数拡大・質の向上 

（４） 

障がい者差別

などへの対策 

– 差別解消条

例の制定 

 
 

提言（１）子育ての経済負担軽減 - 学費・塾代・病院代 

 
近年「子供の貧困」と呼ばれる問題が深刻さを増している。日本の子どもの貧困率は

15.7%。約 6 人に１人が、一般的とされる生活を送れない環境にある。これは他人事で

はない。川崎市の子どもの貧困率は 13.9%。およそ 7人に一人だ。	

子どもの貧困が恐ろしいのは、世代を越えて連鎖するからだ。お金がないためにチャ

レンジの機会が失われた子は、力をつけることができず、将来も貧困に陥る確率が高く

なる。連鎖を断ち切るために平等なチャンスを与えることは、将来への投資であり、社



 

 21 

会全体の義務だと私は考える。	

 

ア）東京都内私立高通学者への学費補助実現 

 

現在、私立学校に通う生徒の家庭には、

国と県からそれぞれ学費が補助される。

県では、「私立高等学校等生徒学費補助金」

として入学金・授業料の補助事業を行っ

ているが、今の制度では、県内に在住・

在学していることが要件となっているた

め、県外（例えば都内）への通学者は対

象とならない。	

都内の私立高校に通う生徒やその保護

者であっても、神奈川県民であることに

変わりはなく、県民間の行政サービスの

公平性という観点からは、県内在住であ

れば補助金を支給すべきである。また、

所得制限も撤廃し、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。	

また、都道府県から私立高校生徒への

こうした補助については、支給漏れが全

国で約２万人いることが判明している。

県でも、情報不足により私学への進学を

断念することがないよう、補助の内容や

対象範囲などをしっかり周知する必要が

ある。	

なお、国から私立学校に通う生徒の家

庭には、「高等学校等就学支援金」として、

現在月額 9,900 円（所得額による制限・

加算措置あり）が支給されている。これ

は国の補助事業であるため、県内から都

内の私立高校に通学する場合も対象とな

る。	

 
イ）小中学校ごとの無料学習塾開設 

 

子どもの貧困が連鎖する 大の原因

は、教育の格差だ。文科省の調査による

と、家庭が自己負担する教育支出（学習

費）のうち、約 6～7割が学校外教育費（学

習塾や習い事等の費用）である。義務教

育がすべての子どもに提供されても、学

校外教育で格差が生まれることで、実質

的には大きな学力差が生じてしまう。	

県内すべての小中学校に、所得などの

制限なく希望するすべての子供が通える、

無料の放課後学習塾を開くべきである。

例えば、放課後に週３回、希望する子供

が学校に残り、単に居場所として遊ぶだ

けでなく、国数英の補習を中心とした勉

強を大人に見てもらえるような形だ。	

類似した取組は各市町村で多くある

が、一長一短である。小学校の多くでは、

厚労省系の「学童保育」や文科省系の「放

課後子ども教室」（川崎市では、２つを兼

ねて「わくわくプラザ」）が提供されるが、

主に生活と遊びの場であり、学習の機会

は限られる。また、多くの市町村では、

子どもの貧困対策として主に中学生に

「無料塾（学習支援事業）」を行っている
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（川崎市では「わくわく学習室」）が、所

得制限が厳しく、実際に使える家庭はか

なり限られている。	

こうした穴を埋めるため、地域の大人

の力を借りた学びの場が設けられること

もある（川崎市では「地域の寺子屋」）。

これが、私のイメージに一番近いが、実

例はまだ一部の市町村に限られ、小学生

中心であったり、週１回だけであったり

と限界がある。このような取組を県とし

て支援し拡げていくことことで、学校外

教育の格差を縮小し、県全体の学力を強

化することができる。小中学校を所管す

る市町村が事業の中心となり、県は、財

政面と人材面で支援することが考えられ

る。	

なお、行政とは別に、民間のボランテ

ィアベースでも多くの無料塾が運営され

ている。県の動きがこうした意欲的な取

組を圧迫しないよう、パートナーとして

積極的に連携を図っていくべきである。	

	

参考）川崎市の子どもの居場所・学習支援	

	

	 	 	 小学生対象	 中学生対象	

全児童	

生活・遊び	

外部	
こども文化センター	

（児童館）	

学校内	
わくわくプラザ	

(学童兼教室）	
―	

学習	 学校内	
地域の寺子屋	

（市独自事業）	

生活保護

受給・	

ひとり親	

学習	 外部	
※平成 29 年度	

開始	

わくわく学習塾	

(生活困窮者	

自立支援)	

 
ウ）塾代クーポン（仮称）の導入 

 

大阪市では、市内の中学生の約半数に、

月額 1万円までの塾代を支払える「塾代

助成カード」を配布している。東京都文

京区、千葉県南房総市、佐賀県上峰町な

どでも、塾代を補助する取組が広がって

いる。「学校外教育バウチャー」という手

法である。また、東京都のように、「受験

生チャレンジ支援貸付資金」として、年

間 20 万円までの塾代を無利子で貸し付

けている例もある。	

先に述べた無料塾を土台としつつ、さ

らに頻繁に、高度な内容を学びたいとい

う子どもについては、民間の学習塾に通

う選択肢も与えていくべきである。県で
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も、市町村と連携し、塾代クーポン（仮

称）の導入を検討していくべきである。

既存の学習塾に通うことになるため民業

圧迫にもならず、特に中原区のように、

民間の学習塾が充実した都市部では有効

なやり方となる。	

問題は財源だが、大阪市のような大規

模な取組が難しければ、まずは夏期講習

だけ、といった形から始めてもよい。	

さらに言えば、こうした学力向上策は

日本全体の問題であり、国と連携して制

度化を求めていくべきである。財源とし

ては、ODA 予算の無駄な部分などを見直

し、一部でもこうした取組に回すべきで

ある。	

また、国と連携した検討であれば、ク

ーポンではなく、所得税・住民税の減税

というやり方でもよい。現在、年会 10

万円を超える医療費を使った家庭は確

定申告で「医療費控除」が受けられる。

私は、これと同じように、「教育費控除」

があってしかるべきだと考える。	

 
エ）中学までの子ども医療費無料化 

 

	 子どもが病院にいった際の窓口負担に

ついては、県内すべての市町村で「小児

医療費助成」が行われている。この助成

は、県が市町村に補助金を交付する形で、

県・市町村が一緒になって行なっている。	

	

	 しかし、県から市町村に対する補助金

は、実は一律ではない。政令市の場合は

必要額の 1/4、その他の市町村では 1/3

と、政令市に不利な設定がなされている。

つまり、政令市は、他の市町村と同じレ

ベルで助成を行おうとすると、より大き

な自主財源を確保しなければならないと

いう不公平な立場におかれているのだ。	

	 これが、助成の条件が市町村ごとに少

しづつ異なることの一因である。例えば、

子どもが通院する際、川崎市では、父母

の所得が一定額以下の家庭に限り、小学

校３年までは窓口負担なし（無料）、小学

校４年から６年の間は１回 500 円の負担

となる。中学生の通院には助成はない。

対して、例えば横須賀市では、父母の所

得にかかわらず、中学校卒業まですべて

無料と、格段に充実した助成が行われて

いる。（※川崎市は、「入院」の場合、平成 31年から

所得制限を撤廃）	

	 	

	 そもそも、場合によっては命に関わる

医療費助成については、県が責任を持っ

て携わるべきだと考える。加えて、政令

市でも、国から地方交付税を受けない川

崎市などでは財政に余裕はなく、こうし

た扱いは不合理である。県は、速やかに

補助率の市町村格差を解消し、平等な補

助金分配を行い、県内全域で中学校卒業

まで、所得制限なしの窓口負担ゼロを実

現すべきである。	
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提言（２）働きながら子育てできる環境を - 待機児童ゼロ 

 
平成 30 年 4 月現在、県内の保育所待機児童数は 867 人となっている。ピークとなっ

た平成 22 年度（4,117 人）以降減少を続けてきたが、平成 28 年度（497 人）を底に、

再び増加に転じてしまっている。保育所などの定員も拡大を続けているが、利用申し込

み率の増加に追いつかない状況となっている。	

 

ア）出産支援 

 

少子高齢化と人口減少に向き合い、社

会に活力を取り戻していくためには何よ

りまず子どもを産む妊産婦や、子育てを始

めたばかりの家庭を社会として支え、応援

していかなければならない。特に、大家族

や地域の結びつきが薄い都市部では、出

産・育児のプロセスで孤立してしまう妊産

婦が多く、産前・産後で切れ目のない相談

と支援（日本版ネウボラ）を行政から提供

していく必要がある。	

こうした相談・支援は国の方針に基づ

き市町村が進めているが、県としても、例

えば職員の育成や妊娠面接の実施率向上

のための財政補助などの面で、市町村の取

組を支援していくべきである。	

 

イ）東京都に負けない保育士の処遇改善 

 

子どもの受入れを拡大するためには、

保育所などの施設整備と併せて、保育士を

確保することが欠かせない。保育士を確保

することができなければ、施設として定員

に空きがあっても、子どもを預かることが

できないからだ。平成 29 年 12 月時点の県

内の保育士の有効求人倍率は 3.68 倍と高

止まりしており、人材は圧倒的に不足して

いる。	

保育士の不足は首都圏ではどこも同様

であり、人材を引き寄せるための都市間競

争の様相を呈している。例えば、東京都で

は、国の処遇改善に上乗せする形で、保育

施設の運営事業者に対し、保育士一人当た

り月額平均 44,000 円の独自補助を行って

いる。保育士確保に向けての、東京都の危

機感と取組みの本気度というものを感じ

させる。	

県は、国家戦略特別区域制度を活用し

た県独自の地域限定保育士試験の実施や、

「かながわ保育士・保育所支援センター」

による斡旋、⼦育て経験者やシニアなどの
「保育補助者」としての活⽤など対策を講
じているが、都の取組に比べ力不足だと言

わざるを得ない。業を煮やした横浜市や川

崎市が独自に処遇改善を始めたが、県とし
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て傍観していることは許されない。東京都

並みの保育士の処遇改善を県でも責任を

持って実施し、市町村の取組を支えていく

べきである。	

 
ウ）保育所の質・定員拡大 

 

まず、既存の保育施設による保育士の

雇入れ・配置を支援して、既存施設の定員

拡大（稼働率アップ）と保育の質の向上を

図るべきである。	

その上で、認可保育所のほか、認定こ

ども園・地域型保育事業（小規模保育、家

庭的保育など）の新規開設を全力で進める 

必要がある。保育所などを整備するの

は基本的には市町村となるが、県も市町村

に対して整備費を補助しており、一体とな

って動くべきである。	

 

エ）「送迎」を活かした保育園の新設・フル活用 

 

ただし、特に中原区のような都市部で

は、用地取得などの面でハードルが高く、

特に駅前など、ニーズの高い一等地で施

設を無限に増やしていくことはできない。

そこで注目したいのが、送迎サービスに

よるミスマッチの解消である。県は、市

町村と連携し、「送迎保育ステーション」

の活用を県内で展開していくべきである。	

例えば、東京都江東区や町田市では、

マンション住民の急増に対応できるだけ

の保育所用地を駅前では確保できず、駅

前には小規模な「ステーション」のみを

設置し、離れた場所にある本格的な保育

所へ送迎することで解決を図っている。

江東区では、豊洲駅前のステーションと

国際展示場の「本園」を１対１で結んで

いるが、町田市ではさらに進み、町田駅

前の共用ステーションから、10 以上の園

を巡回して送迎を行っている。	

中原区でも、駅から離れた立地であれ

ば新たな保育所用地の確保も現実的であ

り、また、既存の保育所にも空き定員が

あれば効率的に活用することができる。

早急に導入を検討すべきである。	

 
オ）自宅で看てもらえる病児保育の利用助成 

 

なんとか認可保育所などに子どもを預

けられても、次に問題となるのが子ども

の体調不良である。小さな子どもはよく

熱を出し、保育所から預かりを断られる。

しかも、往々にして長引く。しかし、そ

の度に、何日も仕事を休んで構わないと

いう職場はまだまだ限られるのが実態で

ある。	

一方で、市町村の行う病児・病後児保

育は、規模が限られる。例えば川崎市は
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病児・病後児保育を行う施設「エンゼル」

を設置しているが、施設の数は「各区に

１つ」と 低限の水準である。さらに、

中原区唯一の施設となる「エンゼル中原」

の利用定員は 12 人。区内の子どもの数を

考えれば、もう少し大きな枠があって然

るべきだろう。	

こうした窮地を救っているのが、自宅

で病児保育を行う「訪問型」のベビーシ

ッターサービスである。ただし、こうし

たサービスは主に民間で提供されており、

利用料はかなりの高額となる。そこで、

神奈川県では、市町村と連携し、訪問型

の病児・病後児保育サービスの利用に助

成金を設け、子育てと就労の両立を支援

すべきである。	

東京都では、例えば港区では利用料の

50%（年間 5 万円まで）、豊島区では 1 日

2万円まで（年間 10 万円まで）を助成す

るなど、支援が充実している。一方で、

県内では同様の助成制度はまだ見られな

い。県が議論をリードし、導入を急ぐべ

きである。	

 

提言（３）公教育の充実 – 県立高校の定数拡大・質の向上 

 
私立大学の定員抑制（入学定員管理厳格化）や大学入試改革（センター試験の廃止）

など、大学進学を巡る環境が大きく変化している。これに伴って、まず高校の段階から、

なるべく質の高い教育に触れられる環境を得ることが、ますます重要になりつつある。	

神奈川県において対策を考える際は、量と質の２つの面から対策を考えていく必要が

ある。	

 
ア）公立高校の定員拡大 

 

神奈川では、平成 23 年度まで、県内の

公立・私立高校が話し合い（公私間協議）

『率による割り振り方式』で定員を割り

振っていた。この間、全日制高校（公私

立）への進学率は下がり続け、平成 23 年

度には 88%までダウンした。	

県民からは、以前から「公立校に行き

たい」という声が強い。そこで私は、こ

の『率による割り振り方式』の撤廃を県

議会で主張してきた。なぜなら、公私間

協議で率によって県立高の定員が抑えら

れているため、県立の全日制に受からな

い子どもが増え、経済的に私立を選べず、

公立の定時制に流れてしまっていると考

えたからだ。	

現在は私の主張通り、『率による割り振

り方式』は撤廃され、公私ともに定員目

標を設定する方式となった。	

その結果、平成 24 年度からは、進学率

が途端に増加に転じた。県の全日制進学
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率は、平成 29 年度で 90.7%である。しか

し、これでも、全国でもほぼ 下位のレ

ベルである。	

こうした中、県は、平成 28 年度からの

12 年間で、20〜30 の公立高校を削減する

いが全国でもトップクラスとなるまでは、

公立高校の定数拡大を推し進めていくべ

きである。 

 

 
イ）学力向上進学重点校のカリキュラム強化 

 

神奈川県には、「学力向上進学重点校」

という制度がある。公立高校の中でも、

質の高い教育を行い、将来のリーダー候

補を育てることを目指した学校である。	

従来、この学力向上進学重点校には、

市内の多摩高校を含め 18 校が指定され

ていた。しかし、重点校となっても県か

らの予算措置は年に数万円といったレベ

ルで、実態が伴わない名ばかりの重点校

となっていた。	

	

こうした状態を見直すため、平成 30

年度からは、4 校という少数精鋭で、新

たな重点校制度がスタートした（横浜翠

嵐・湘南・柏陽・厚木）。新たな制度では、

大学進学実績などの成果をシビアにチェ

ックした上で立候補した「エントリー校」

の中から重点校が指定されることとなる。

市内からは、多摩高校がエントリー校と

なり、来年度以降の重点校指定を目指し

ている。	

	

子どもたちに経済的な理由でハイレベ

ルな教育を諦めさせないため、学力向上

進学重点校の制度は非常に重要であり、

十分な予算を確保して充実したカリキュ

ラムを提供していくべきである。	

特に私は、進学重点高の大学進学実績

をさらに引き上げる取組を強化すべきだ

と考える。例えば、いま大学の指定校推

薦を得るための活動は、それぞれの高校

の校長にほぼ任せきりである。これを改

め、県の教育委員会が直接大学と交渉し、

県立高校が使える枠を確保するといった

てこ入れを行うべきである。	

 

ウ）県立高校への医学コース設置 

 

「学力向上進学重点校」をはじめとし

た公立高校カリキュラム強化の一環とし

て、県内各所の公立高校に「医学コース」

を設置することを提言したい。	

	

現在、神奈川では、医師の不足が深刻

になっている。人口当たりの医師数は、

全国で 39 位という厳しい状況である。	

しかし、県内の子どもたちに医師を目

指してもらうためには、実際の問題とし
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て、家庭に経済力が必要となる。大学医

学部そのものもさることながら、医学部

に進学するための高校選びの段階で、す

でに所得格差が立ちはだかる。	

	

そこで、県立高校の中でもトップクラ

スの高校に、「医学コース」を設置するこ

とが考えられる。こうしたルートがあれ

ば、家庭の所得にかかわらず、より多く

の地元出身者が医学部へ進学することを

期待できる。	

実際に茨城県は、2019 年度から、県立

高校に医学部進学に特化したコースを新

設した。その際茨城県内の５校にこのコ

ースが設置されており、神奈川の場合で

は、横浜・川崎に少なくとも１校ずつは

「医学コース」を設けていくべきだろう。	

 
エ）公立中高一貫校によるエリート養成 

 

私は、将来の日本社会を背負う『自覚

と志』を持ち、世界に向かって飛躍する、

能力ある人材を養成することが重要だと

考えている。そして、こうした教育の機

会は、親の所得にかかわらず平等に与え

られるべき、すなわち、公教育として「も」

提供されるである。	

現在、川崎市内には、公立中高一貫校

として川崎市立川崎高等学校・附属中学

校（川崎区）が設置されているが、この

他にも、県立の中高一貫校を２校（中部・

北部）設置することを提案したい。例え

ば、新城高校（中原区）と多摩高校（多

摩区）に附属中を置いて中高一貫校化し、

県立のエリート校化することも考えられ

る。	

さらに、こうした中高一貫のエリート

養成校には、既存の課程に加えて国際バ

カロレアコースを設けることも検討した

い。	

「国際バカロレア」は、スイスで開発

され、世界各国で導入されている国際的

な教育プログラムである。特に、高校生

向けの課程を修了すると、世界各地の大

学で入学資格として活用できる。国際バ

カロレアは、世界に羽ばたくパスポート

といってもよい資格なのだ。	

現在、世界 140 以上の国・地域に 4,334

校の国際バカロレア認定校があり、その

数は増え続けている。日本国内の認定校

は 35 校あるが、そのうち学校教育法上の

１条校（フリースクール等ではない正規

の学校）は、国公私立あわせて 12 校だけ

であり、県内には１校もない。	

県は現在、横浜国際高校を「国際バカ

ロレア認定推進校」に指定し、平成 31 年

度の１期生入学を目指した環境整備を行

うとしている（「県立高校改革実施計画」）。

しかし、残念ながらこのままでは、川崎

市内には認定校は置かれない。中高一貫

化と合わせ、川崎市における県立高の拡

充を進めるべきである。	
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提言（４）障がい者差別などへの対策 

 
県では、2016 年、相模原市で、障がい者に対する痛ましい事件が起こった。障がい

児・障がい者など様々なマイノリティー（少数者）が不当に差別されない社会を、神奈

川県に作っていく必要がある。	

	

ア）障がい者差別解消条例の制定 

 

近年、県内の障がい者（身体・知的・

精神障がい者）の数は増加傾向にある。

こうした方々に対し、あたたかい社会を

作っていく必要がある。	

国では、2011 年に障がい者基本法、

2013 年には障がい者差別解消法ができ、

差別を許さない姿勢が明確になりつつあ

る。	

こうした流れを受け、多くの自治体が

「障がい者差別解消条例」を制定してい

る。例えば、東京都や千葉県、茨城県で

は、こうした条例がある。	

私は、神奈川でもこうした条例を制定

すべきと考え、県議会でも働きかけてき

た。神奈川版の障がい者差別解消条例を

早急に定め、県の姿勢を明確にすべきで

ある。

	

イ）LGBT 差別の解消 

 

性的マイノリティ（LGBT など）の当事

者は、周囲の人の無理解や偏見から、様々

な困難を抱えるがちである。多様性を尊

重する神奈川を実現するため、性的マイ

ノリティに関わる社会問題についての県

民への普及啓発や、当事者への相談窓口

の拡充をさらに進めるべきである。	

性自認や性的指向を理由とした不当な

差別の禁止についても、条例で定める自

治体が増えている。県でも、こうした条

例を制定することも検討すべきである。
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提言（５）その他の子育て・教育政策 

 
ア）虐待対策 

 

子どもへの痛ましい虐待の報道が、県

内外を問わず後を絶たない。こうした悲

劇をなくすためには、児童虐待に主に対

処することとなる児童相談所と警察の連

携を強めていくしかない。	

児童相談所は、３政令指定都市と横須

賀市ではそれぞれの市が、県中部から西

部では県が運営する。県運営・市運営を

問わず、県警との連携を強化できるよう、

児相と県警の両面に働きかけていくべき

である。	

 

イ）学校教員の業務負担軽減 

 

教師の も重要な仕事は、児童・生徒

と向き合うことである。しかし、その他

の業務負担が過度になると、この も重

要な仕事がおろそかになってしまう。	

現在、学校の「ブラック企業化」が問

題になっている。文科省が実施した「教

員勤務実態調査」で、公立校で「過労死

ライン」（月 80 時間以上）の残業をして

いる教員が、小学校で 3 割、中学校で 6

割に上ることが判明したためだ。	

まず、児童・生徒と向き合わない事務

作業や学校管理のための雑務を軽減でき

るよう、学校からの業務アウトソースを

進める必要がある。	

加えて、長時間勤務の主な原因を緩和

する必要がある。調査結果によると、部

活動指導に従事した県立高校の総括教

諭・教諭は、勤務日で１日約２時間、週

休日・休日は１日７時間近くを指導に当

てている。	

県では、県立高校の全ての部活動で、

１年を通じて週平均２日以上の休養日を

盛り込んだ「年間指導計画」を策定する

方針である。また、顧問として大会への

引率などを行うことができる「部活動指

導員」を県立高校 10 校にパイロット的に

配置し、教員の負担軽減にかかる効果を

検証するとしている。プロのコーチを指

導員とすることで子どもたちの成長にと

ってもよい効果が期待でき、早急に県内

で全面展開すべきである。	
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ウ）学校教員の待遇改善 

 

なお、公立校で「ブラック化」が進む

根本的な原因は、「公立の義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措置

法」（略称「給特法」）という法律にある。

公立校の教員には、月給 4%分をあらかじ

め支給する代わりに、残業代は一切支給

しないという内容だ。	

教員の仕事は特殊で厳密な勤務時間管

理ができないという理由だが、法律がで

きた昭和 47 年当時ならともかく、いまの

時代にそんなことがあるだろうか。県と

しても、国に対して給特法の改正・撤廃

を強く働きかけていくべきである。	

 
エ）LINE を使ったいじめ・悩み相談の開始 

 

平成 27 年、多摩川の河川敷で中学１年

の少年が殺害される痛ましい事件が起こ

った。被害者は、加害者グループから抜

けられない悩みを、LINE で友人たちに相

談していた。被害者の声を社会が早く汲

み取れていれば、あるいは悲劇は避けら

れたかもしれない。	

いま、全国の自治体で、LINE を使った

いじめ相談が広がっている。平成 29 年に

全国初の取組を始めた長野県では、それ

までの電話相談が年間 250 件あまりであ

ったところ、2 週間で 1,500 件以上のア

クセスを受け、500 件以上の相談に乗る

ことができた。若者が気軽に使えるツー

ルを使えば、いじめの他にも、率直な悩

みを数多く汲み取ることができる。	

効果の大きさから文科省が全国展開を

支援し始め、神奈川県も補助を受け、平

成30年9月に実験的な相談受付を行った。

しかし、他県の事例などから効果が高い

ことは明らかであり、一刻も早く、LINE

相談窓口の常設化・本格運用に踏み切る

べきである。 
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（医療・福祉政策） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

２. いつまでも家族と元気に暮らせる県へ 

 

区⺠の⽅とお話しさせていただくと、ご⾃⾝はまだまだ元気でも、ご家族や親戚に病気の⽅がい
る、ご両親が介護が必要になった、という声をよく伺います。 

これは、県全体の問題でもあります。2025年には、団塊の世代（1947〜49年⽣）の⽅全員
が 75 歳以上となり、75 歳以上の⼈⼝は 2010 年に⽐べ 1.87 倍まで増加します。⾼齢化に伴っ
て爆発的にニーズが増加する医療・介護への対策は、中原区にとっても、また県全体にとっても急務
なのです。 
 

医療・福祉政策 - ４つの提言 

 
（１） 

「がん」への総合

対策 

 – 川崎がんセン

ターの新設 

（２） 

老後の安心・家族

のサポート 

 - 地域・施設介

護の充実 

（３） 

国民病「花粉症」

への対策 

（４） 

会社員のため

の県政を 

 – 働く環境の

改善 

 
 

提言（１）「がん医療日本一」の県を 

 – 川崎がんセンターの新設 

 
神奈川県の死亡原因の第１位は、がんである。県内では、約３人に１人ががんで亡く

なっている計算だ。県内のがん患者は高齢化によってさらに増えると予想されており、

2025 年には 2010 年の 1.27 倍まで増える見通しである。	

したがって、皆さんや家族がこの先がんと関わってしまう確率は、残念ながら非常に

高い。裏返していえば、県には、県民の命を守るため、がんと戦い続ける責任があると
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いうことだ。私は、県民の命を守るための戦いにこそ、県は真っ先に財源を充てなけれ

ばならないと考える。	

そのためには、がんを予防し、早期発見し、治療できる環境を整えなければならない。

県は、「がん克服条例」や「がん対策推進計画」を定めて取組を進めているが、以下の

ように、まだ手をつけられていない点もある。	

 
ア）治療：川崎がんセンター（仮称）の新設 

 

	 がんが発見された場合には、万全の体

制で治療を受ける必要がある。	

	 がん治療の中心となるのが、「県立がん

センター」をはじめとした県内 18 カ所の

「拠点病院」（がん診療連携拠点病院。国

指定）と、県内 12 カ所の「指定病院」（が

ん診療連携指定病院。県指定）だ。しか

し、これら病院のがん治療体制は、末端

まで万全に整っているとは到底いえない。

東京の病院に通えなくなった区民が市内

の拠点病院に移ると、医師が不足してお

り満足な治療が受けられないということ

がざらにある。	

	 拠点病院の中でも「県立がんセンター」

は、県のがん治療の中心であり、わが国

でも５箇所しかない重量子線治療施設を

持つ 先端の医療機関である。しかし、

県立がんセンターは県内に１箇所（横浜

市旭区）しかなく、がんを患い体力が落

ちた方が遠方まで足を運ぶということは、

実際には困難である。患者の実態を考え

れば、川崎と相模原の政令市に各１カ所、

県西部に１カ所、合わせて４カ所程度は、

今のがんセンター並の治療体制を持った

施設を新たに設置すべきである。	

	 なお、2017 年の後半、人事を巡った混

乱をきっかけにがんセンターで新規患者

の受け入れが一時停止した。ただでさえ

治療体制が不足する中、こうした事態が

起こること自体が論外である。人為的な

トラブルの再発を防ぐため、県ががんセ

ンターの運営に責任を持って関与できる

体制を整えるべきである。具体的には、

病院機構・がんセンターの組織再編（が

んセンター単独での地方独立行政法人化）

を断行すべきである。	
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http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/prs/r4817933.html	

 

イ）早期発見：県立がんセンターによる検診を 

 

	 がん対策として、治療体制の整備とあ

わせて必要なのは、がんの早期発見であ

る。そこで、新設も含めた県立がんセン

ターで、広く一般の方が検診を受けられ

るようにすることを提言したい。	

	

	 早期発見にはがん検診が必須となる。

県は、平成 35 年度までにがん検診受診率

を 50％以上とすることを目標としてい

るが、平成 28 年現在、全てのがん検診の

受診率が 40%台に留まっている。全国的

に見ても決して高いとは言えない。受診

率向上に向け、より一層の働きかけが必

要である。	

	

	 さらに注意しなければならないのが、

せっかく受けた検診での「見落とし」だ。

残念ながら、検診でもがんが見落とされ
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ることはあり、しばしば問題となってい

る。	

	 この対策に有効なのが、がんの専門医

による検診である。有名なのが、東京に

ある「がん研有明病院検診センター」だ。

がんの専門医が、超低被曝のＣＴ画像診

断（肺がん）や、ＣＴ画像による仮想内

視鏡検査（大腸がん）など、 新の検査

機器を使いがん検診を行う。神奈川でも、

全県民がこうした専門医検診を受けられ

ることが理想である。	

	 しかし、神奈川の県立がんセンターは、

現在、一般の健診を受け入れていない。

これを改めるため、がんセンターの人員

拡充など必要な対策をとるべきである。	

	

 

 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/ganntaisaku/ganyobou/second-yobou.html	

 

 
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/screening.html	

 

ウ）治療：神奈川に名医を集めよう！ 

 



 

 36 

 神奈川は、病院だけでなく、医師も少
ない。人口 10万人当たりの医師数は、全
国平均で 234 人のところ、神奈川は 202
人。全国 39位である。人口の多い政令市
は関係ないと思うかもしれないが、そう
ではない。民間の推計では、2025 年、県
内で最も医師が不足することになるのは
「県央」と並んで「川崎北部」（高津区以
北）とされている。 
 県でも、医師の確保策は進めている。
例えば、医師の採用支援や医療従事者の
勤務環境改善に向けたセンターを設置し、
病院を支援している。 
 しかし、将来的に首都圏全域で医師不
足が進む中、中途半端な取組では効果が
ない。例えば、長崎県では、離島向けの
医師を県職員として採用し、年 1,600 万
円の給与支給、１年半勤務後の半年間の

有給研修など、高待遇で医師確保を進め
ている。県でも、政令市を含めた医師不

足地域で勤務する医師に対して、直接的

な待遇改善を検討すべきである。 
 また、県は、将来県で働く医師を育て
るため、県内の４医科大（横浜市立大、
北里大、聖マリアンナ医科大、東海大）
には「地域枠」を設け、県内出身者への
奨学金貸付も行なっている。一般の医学
部生が県内で勤務する割合は 4 割程度だ
が、地域枠入学や地元出身者の学生が県
内で勤務する割合はおよそ 8 割に上る。
このため、県内医科大で、地域枠や県内

出身者のさらなる入学拡大を進めるべき

である。特に、横浜市立大を除いた３大
学の地元出身者率は30%未満と高くなく、
拡大の余地がある。 

 
エ）共生：がん患者の就労支援 

 

	 がんの発見後、治療とあわせて問題と

なるのが、がん患者の就業継続である。

がんと診断される方のうち1/3は20歳か

ら 64 歳の現役世代であり、多くの方が仕

事を続けることを望んでいる。	

	 がん患者が治療をしながら仕事を続け

るためには、休暇制度や短時間勤務制度

を整えるなど、事業者の対応が必要にな

る。県では、事業者向けの啓発や相談を

提供しているが、さらに取組を充実でき

る余地がある。例えば、東京都などの例

を参考に、治療と仕事の両立に積極的な

企業には、県から助成金を支給すべきで

ある。	

 
オ）予防：神奈川独自の禁煙（受動喫煙防止策）強化 

 

	 神奈川は、受動喫煙防止条例を全国で

初めて（2010 年度）導入した「禁煙先進

県」である。条例は、学校や病院、官公

庁などに「禁煙」、飲食店やホテル・旅館

など（100 平米超）に「禁煙又は分煙」

を義務付け、違反した場合の罰則（5 万
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円以下の過料）もある。また、店だけで

なく、違反してタバコを吸った人にも罰

則（2万円以下の過料）がある。	

	 国が健康増進法を改正し受動喫煙防止

の義務は全国に拡がったが、対象となる

飲食店などの範囲が狭すぎる（100 平米

超）として、東京都や大阪府では、国よ

り厳しい内容の条例を制定している。神

奈川でも、禁煙先進県として、既存の条

例を改正し、国よりも一歩踏み込んだ、

より広い範囲の禁煙を目指すことを提案

したい。	

	 県条例には、もうひとつ注目すべき点

がある。県は、年間 1,000 件を超える違

反を確認していながら、条例制定以来こ

れまで、一度も罰則を適用していない。

「施設側の協力が得にくい」ということ

が理由だが、このような弱腰な対応を続

けていては、規則は骨抜きとなり、守ろ

うとする人はいなくなる。したがって、

先に述べた条例改正では、違反に厳格に

対処できる制度と運用体制も構築するべ

きである。	

 

提言（２）老後の安心・家族のサポート 

 - 地域・施設介護の充実 

 
高齢化に伴い、認知症を患う方も増える。現在の認知症高齢者は全国で約 500 万人。

2025 年には 700 万人を超え、65 歳以上の高齢者の 5 人に 1 人が認知症になると見込ま

れている。認知症の予兆に当たる軽度認知障害（MCI）の方を含めると、その数はさら

に多くなる。	

介護を必要とする高齢者の増加は、ご本人のみならず、ご家族に大きな負担となる。

自宅を離れて介護を行う施設の受け入れ余力が不足しているからだ。特別養護老人ホー

ム（特養）については、全国で 36 万人という膨大な数の「待機者」がいると言われて

いる。神奈川県も例外ではない。特に、中原区を含む「川崎南部」と「横浜南部」で、

介護施設や高齢者向け住宅が大きく不足すると見込まれている。	

健康寿命を延ばして介護が必要な方を減らすこと、そして、介護が必要になった場合

は家族に全てを押し付けるのではなく、地域と施設の対応力をなるべく高めることが重

要である。	

 
ア）無料検診による認知症の早期発見 

 

	 認知症対策で重要なのが、早期の発見 である。早期発見できれば、薬で進行を
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遅らせるなどの対策の幅が広がる。	

	 県では、早期発見のため家族が使える

チェックリストや相談窓口を提供してい

るが、実際問題として、専門知識のない

家族が早くから「おかしいな」と気づき、

行動を起こせるかは疑問である。一人暮

らしや、高齢者夫婦のみの家庭などはな

おさらである。	

	 そこで、一定の年齢に達した県民には、

県と市町村が連携し、無料で認知症検診

を行う制度を導入すべきである。埼玉県

では、県が市町村に事業費用を助成し、

専門研修を受講した地域のかかりつけ医

が、70 歳になった県民に検診を行なって

いる。なお、埼玉県の例では、受診費用

は無料である。	

 

イ）若者を巻き込んだ認知症支援ボランティアの拡大 

 

	 実際に認知症を患った場合、家族にか

かる負担は大変なものになる。特に、老

老介護（老人が老人を介護する）・認認介

護（認知症患者が認知症患者を介護する）

などの場合には、周囲の支えが不可欠で

ある。	

	 このために重要な取組が、国が進める

「認知症サポーター」の養成である。60

分程度の講座を受講することで、認知症

について正しい理解を持ち、認知症の方

や家族への接し方を学べる。さらに県で

は、認知症サポーターがさらに講座を受

け、「オレンジパートナー」に昇格する仕

組みも整備した。オレンジパートナーは、

地域のボランティアに参加し、認知症の

方や家族を積極的に支えていく重要な役

割を担う。	

	 こうした地域の支援者の裾野を拡大す

るためには、若者の参加を促すことが重

要である。そこで、県内の中学・高校で

の受講を拡大するほか、県内の大学と連

携し、養成講座受講を単位として認定し

てもらうこと、就職活動でアピールでき

る活動証明書を発行することなどを提案

したい。消防団への加入については、同

様の仕組みで若者の参加を伸ばした事例

があり、認知症対策でも挑戦するべきで

ある。	

 

ウ）認知症高齢者の「見守り」による徘徊防止 

 

	 全国では、年間に約 8 万 5 千人の行方

不明者が発生するが、そのうち 2割強（約

2万人）が 70 歳以上の高齢者である（平

成 28 年度）。多くが認知症に伴う徘徊だ

と考えられ、長期間にわたって行方が分

からない場合、家族の心労は並大抵では

ない。	

	 県では、市町村と連携し、警察と協力

して徘徊者を早期に発見するための「徘

徊高齢者 SOS ネットワーク」を整備して

いるが、今後の認知症人口の増加を見据

え取組を加速すべきである。	
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例えば、県内では、大和市が徘徊対策

に積極的であり、GPS 内蔵シューズの無

料提供や、徘徊中の事故に伴う損害賠償

をカバーする保険の掛け金負担などを実

施している。こうした取組を参考に、行

方不明者発見・事故対策などの先進的な

取組を他の市町村にも拡大し、県内全域

で安心のネットワークを広げるべきであ

る。	

 
エ）地方と連携した老人ホーム（特養）入居待ちの解消 

 

特別養護老人ホーム（特養）について

は、全国で 36 万人という膨大な数の「待

機者」がいると言われている。しかし実

は、全国のベッド稼働率は 96%と 100%に

満たず、空きがないわけではない。この

ミスマッチが生まれる理由は大きく２つ

ある。１）そもそも地域に需要がない場

合、２）職員が集まらずベッドを埋めら

れない場合である。	

まず、空きベッドの理由として、施設

の 38%が「申込者が少ない」を上げてい

る。もちろん都市部では申込者が多いわ

けだが、人口減少が激しく過疎化が進む

地域では、逆に施設が過剰になっている

場合がある。	

このミスマッチを埋める取組として、

都市部の市町村が遠隔地に特養を整備す

る、「区域外特養」がある。例えば東京都

杉並区は、2018 年、静岡県南伊豆町に特

養を開設した。杉並区民は、まだ元気な

アクティブシニアのうちから南伊豆町に

移住し、必要になればそのまま特養に入

居できる。いわゆる「日本版 CCRC」であ

る。受入側の自治体にも、アクティブシ

ニアの移住により地域を活性化できるほ

か、財政負担を抑えて特養を整備するこ

とができるというメリットがある。	

県でも、横浜・川崎などと連携し、区

域外特養開設とアクティブシニアの移住

を応援すべきである。候補地は県外でも

よいが、県西部や三浦半島などで施設に

余裕がある地域があれば、そこへ移住さ

せる「県内 CCRC」とすることで、受入側

の市町村の活性化にもつながり一石二鳥

である。	

 

オ）介護サポーター（仮称）による人手不足の解消 

 

	 特養に空きベッドが出る理由のもう一

つが、介護職員が集まらないことである。

空きのある特養のうち、30%がこれを理由

に上げている。	

	 県では、2025 年には約 25,000 人の介

護人材が不足する見通しであり、人材確

保に向けて既に動いている。例えば、人

材育成や処遇改善で成果をあげた介護サ

ービス事業所を表彰し、奨励金を交付し

ている（「かながわベスト介護セレクト
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20」）。また、人を抱え上げる作業からく

る腰痛が大きな離職原因となっているこ

とから、30 施設に 新型ロボットスーツ

の試験導入を行うなどの支援も進めてい

る（「神奈川らくらく介護宣言」）。こうし

た取組は重要であり、今後も進めるべき

である。	

	 あわせて、介護業務のうち、経験・資

格がなくても行える範囲を担当する、新

しい職種を導入することを提言したい。

介護職員は、初任者研修、事務者研修を

経て、介護福祉士の資格を取る。一方で、

介護の現場には、必ずしもこうした専門

職でなくても担える業務が多くある。例

えば、食事の配膳、送迎の運転、入浴後

のドライヤーなどである。こうした業務

を高齢者・主婦・学生のアルバイトなど

で分担することで、人材の裾野が広がり、

介護職員の負担を軽減することができる。	

	 こうした「介護サポーター」職（仮称）

は、一部の社会福祉法人や企業により実

際に取り入れられており、国でも制度化

が検討されている。高齢者の再雇用など

にも効果が期待でき、県では、こうした

動きを先取りし、全国に先駆けた導入・

配置を進めるべきである。	

 

提言（３）国民病「花粉症」への対策 

 

○スギ・ヒノキ林の植替えによる抜本対策 

 

	 神奈川県民のスギ花粉症の罹患率は

33.1%と、全国でも９番目に高い。私は、

この「県民病」への対策を、県議会で一

貫して訴えてきた。	

私たちの主張もあり、県は、2018 年度

から 10 カ年の「花粉症発生源対策」をス

タートした。昭和 50 年代後半の水準まで

花粉量を抑えるという目標を新たに掲げ、

スギに加えてヒノキも対象に追加。無花

粉・少花粉の苗木への植替えを進めるこ

ととなった。この県の取組は重要であり、

ぜひ加速させるべきである。	

森林対策に使える財源はある。県では、

森林保全のための「水源環境税」（年間

40 億円）をすでに導入し、個人住民税に

上乗せしている。さらに、2024 年度には

国が「森林環境税」を導入し、県民負担

は 45 億円に上ると見込まれている。この

２つの税は性格が似ておりそもそも二重

課税の疑いが強いが、導入は決定済みで

あり県民の負担は避けられない。	

負担が避けられないのであれば、せめ

て、都市部住民へもメリットがある使い

道として、水源環境税や森林環境税の税

収を花粉症対策に集中投下し、対策を加

速させることが望ましい。	
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提言（４）会社員のための県政を – 働く環境の改善 

 
県の就業者 412 万人のうち、「正規の職員・従業員」が 55.9%を占めている。この割

合は、25 歳から 59 歳までの男性に限れば、7 割を超える。いわゆる会社員の方の働く

環境は、県全体の活力を左右する大きな問題なのである。	

 

ア）長時間労働の是正 

 

	 国が進める働き方改革の柱のひとつが、

長時間労働の解消である。	

	 新たな法律では、残業は、原則として

月 45 時間、特例でも月 100 時間までに制

限される。	

	 労働基準監督署などとも連携し、働き

方の改革に熱心な企業を支援することで、

会社員の働く環境の改善を進めていくべ

きである。	

 
イ）場所を問わない働き方の促進 

 

	 通勤ラッシュの混雑は、働く方を疲弊

させ生産性を下げるだけでなく、交通安

全の観点からも問題となる。	

	 対策のため、東京都や川崎市など取組

が先行する自治体と連携したオフピーク

（時差）通勤の拡大、場所を問わず働け

るテレワークの導入拡大を、県として進

めるべきである。	

 

ウ）残業代ゼロに反対 

 

	 働き方改革では、開発職やコンサルタ

ントを想定した「高度プロフェッショナ

ル制度（高プロ）」が導入された。時間に

縛られず自由に働ける、成果させ出せば

短時間で仕事を終えられるとアピールさ

れているが、実際は、「企業が労働時間規

制に縛られず、自由に働かせられるよう

になる」制度であり、成果を出させるた

めであれば、残業代なしの 24 時間勤務を

連日命じることも可能となる。日本の労

働法制上、これまでにない危険性を持っ

た制度である。	

	 労働者の権利を踏みにじり、「働かせ放

題」を許す制度には反対する。同様の発

想に基づいた「裁量労働制」では、一般

労働者より労働時間が短くなるという虚

偽のデータが国会で示され、制度導入が

見送られた経緯もある。高度プロフェッ
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ショナル制度についても問題が起きる可

能性は高く、県議会でも注視していくべ

きである。	

 
エ）働きたい高齢者が働ける環境の整備 

 

	 現在、企業には、希望者を 65 歳まで雇

用することが義務付けられ（高年齢者雇

用安定法）、多くの企業が再雇用制度を設

けている。政府では、この義務を「70 歳

まで」に引き上げることが検討されてい

る。	

	 「70 歳まで働かせられる社会」ではな

く、「70 歳まで働いてもよい社会」とす

ることが重要である。健康状態ややる気

があり、働きたい方にはそのチャンスを、

そうでない方にはしっかりとした年金や

介護を、メリハリをつけて提供していく

べきである。	

	 県でも、企業のこうした取組を後押し

するなど、新たな環境整備を進めていく

べきである。	

	

 

提言（５）その他の医療・福祉政策 

 

ア）民間病院と協力したリハビリ病床の確保 

 

	

神奈川は、そもそも、人口に比べ病院が

少ない。人口 10 万人当たりの医療施設数

は、全国平均が 6.7 施設のところ、神奈

川は 3.8 施設と、全国で も少ない。ち

なみに、県内をさらに細かくみると、

も少ないのが「川崎北部」の 2.3 施設で

ある。そもそも病院数が少ない中で、高

齢化により患者数が増えるため、入院ベ

ッド数の不足は深刻にならざるを得ない。	

	 病院の役割別にみると、集中治療や手

術前後の患者が入る「高度急性期」・「急

性期」や、長期療養を行う「慢性期」の

患者向けのベッド数には、比較的余裕が

ある。一方で、手術後のリハビリや在宅

復帰に向けた治療を行う「回復期」のベ

ッド数は、2025 年の患者数約 2万人に対

し現状は約 5,000 しかなく、大幅な不足

が見込まれている。	

	 この不足を補うためには、県内の病院

で、急性期などの病床を回復期の病床へ

転換する取組を進める必要がある。しか

し、県では、病院数でおよそ 8 割、病床

数で 7 割を民間病院が占めており、収入

に影響する病床転換がスムーズに進むか

は県の調整力次第である。将来の医療需

要を見据えた病床確保のため、県の調整
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を後押ししたい。	

 

イ）「重症向け診療所」を活かした安心できる在宅医療 

 

	 大限の増床を進めつつも、現実的に

は、病院のベッド数はどうしても不足す

る。必然的に、医師が患者の自宅を訪問

し、体調管理や緊急時の対応、さらには

後の「みとり」を行う、「在宅医療」に

対応して行かざるを得ない。	

	 在宅医療は、「家で 期を迎えたい」と

いう患者のニーズに応える面もあり、基

本的には推進していくべきだと考える。

ただし、ここで問題になるのが、在宅医

（医師）に求められる知識・経験のレベ

ルである。現状では、医師免許以外の特

殊な資格はいらないため、内科、皮膚科、

整形外科など、様々な診療科の医師が在

宅医になれる。しかし、いったん在宅医

になれば、地域のあらゆる病状の患者を

みなければならない。このため、例えば、

皮膚科の医師が十分な知識がないままに

がん患者を担当するなどの事態が生じ得

る。	

	 こうした在宅医の負担軽減に成功して

いるのが、三重県四日市市である。四日

市市では、24 時間対応が必要ながん患者

など、重い患者に特化して集中して引き

受ける在宅医療専門の診療所を置いた。

この診療所が重症患者を集中して引き受

けることで、周囲の医師が安心して在宅

医として活動できるようになる仕組みで

ある。	

	 神奈川でも、ベッド数の不足から、在

宅医療の必要が高まるのは自明である。

県として、先進的な自治体の取組を参考

に、県内市町村と連携して、患者も医師

も安心して取り組める在宅医療の体制を

整備すべきである。特に人口過密・ベッ

ド数不足が予想される政令市では、各区

に１つ程度の在宅医療専門診療所を設け

ることが望ましい。	

 

ウ）国民健康保険料の上げ幅抑制（保険料の県内一律化） 

 

	 2018 年 4月から、国民健康保険（国保）

の運営に都道府県が加わることとなった。

加入者が実際に接する窓口は市町村のま

まだが、財政運営は、県がまとめて一括

で行う体制となる。	

	 運営体制は一体化するが、加入者が支

払う保険料を県内一律にするかどうかは、

各都道府県の判断である。神奈川では、

引き続き、それぞれの市町村が判断し、

異なる保険料率を定めることとなってい

る。	

	 私は、県内の国保加入者を平等に扱う

ため、県内一律の保険料水準を目指すこ

とを提案したい。	

	 なお、市町村が具体的な保険料を決め

る際に関わる要素は３つ。①市内でかか
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る医療費、②国保加入者数、そして③補

填に回す税金の額である。	

	 ③の税金補填については、多くの市町

村が一般会計からの補填を行い、保険料

を低く抑えている。例えば川崎市では、

本来は 74 億円と県内市町村で 大の赤

字が発生するところ、税金から補填する

ことでバランスを保っている。	

	 しかし、国保加入者ではない住民の税

金が使われる仕組みは不公平だとして国

が廃止を求めており、いずれ、こうした

補填の中止と保険料上昇が起きることは

避けられない。したがって、補填が止ま

った場合の保険料上昇をいかに小さくす

るかということを考えておく必要がある。

先に述べた県内一律の保険料設定を行え

ば、川崎市では、保険料上昇の幅を抑え

る効果が期待できることも指摘しておき

たい。	

 

エ）フレイルチェックの導入 

 
	 県は、2022 年までをターゲットに、「健

康寿命日本一」を目指している（かなが

わ健康プラン 21（第２次））。自立した生

活を送ることができる「健康寿命」を伸

ばすためには、病気の兆候「未病」や、

要介護の兆候「フレイル」が鍵になる。

こうした兆候を早期に発見して対処すれ

ば、医療や介護に本格的に頼らざるを得

なくなる前に、健康で自立した状態に立

ち戻ることができるからだ。	

こうした視点から、県が推奨する健診

（検診）の受診と合わせ、「フレイルチェ

ック」を推進することを提案したい。足

腰の筋力測定やガムを使った噛む力の確

認、認知機能を確かめる質問など簡単な

検査で、要介護の兆候を把握することが

できる。県内では茅ヶ崎市が積極的に取

り組んでおり、兵庫県神戸市では、集団

検診会場のほか、市内の薬局でも無料で

チェックできるようになっている。	

神奈川でも、県内全域で手軽にフレイ

ルチェックを受けられるよう、市町村と

連携しつつ取組を進めるべきである。	

 
オ）規制緩和による介護サービスの充実 

 

	 今後、多様なライフスタイルを持つ高

齢者が増えるにしたがって、介護サービ

スもより多様で、高度な対応を求められ

るようになる。	

	 この点について大きな論点が「混合介

護」だ。混合介護とは、介護保険の対象

内・対象外サービスを組み合わせて提供

することである。例えば、デイサービス

滞在中の高齢者から買い物代行を引き受

けたり、訪問介護で高齢者とほかの家族

の食事を一度に用意すると、対象外サー

ビスが混ざっているため「混合介護」に
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当たる。	

	 混合介護の導入は、サービスの質と利

用者の利便性を上がるだけでなく、自由

な価格設定が可能となるため、介護事業

者の収益増にも繋がる。ひいては、介護

人材の確保にも効果があると期待されて

いる。	

	 しかし、こうした混合介護は、国の規

制で実質上殆ど提供されてこなかった。

介護保険の適用範囲を明確にするため、

対象内・対象外サービスを明確に区切っ

て行うよう、厚労省が規制をかけてきた

ためだ。2018 年夏には一定のルール明確

化で状況が改善したものの、踏み込みは

不十分である。先ほどの例で言えば、デ

イサービスでの買い物代行は提供できる

ようになったが、同じ鍋で一度に料理を

することは引き続き行えない。	

	 県は、特区制度の活用などにより、よ

り一層踏み込んだ混合介護の解禁を目指

すべきである。2018 年に東京都豊島区が

特区を使った混合介護のモデル事業を始

めたが、厚労省ルールの先へ踏み出して

はいない。県が全国を先導し、動くべき

である。	

 

カ）事業者インセンティブの拡大による要介護度の改善 

 

	 介護保険料の引き上げが続いている。

介護保険料の額は、現役世代については

企業の健康保険組合、65 歳以上について

は市町村が決定する。後者については、

全国平均で月額 6,000 円前後と、制度開

始時（2000年度）の２倍に上昇している。

2025 年には 8,000 円を超えると見られて

いる。	

	 保険料上昇の原因は、介護給付費の拡

大である。介護給付費は、過去 10 年で

57%増加し、医療費の伸びを大きく上回っ

ている。	

	 したがって、介護保険料を抑えるため

には、要支援・要介護の程度を軽くし、

自立を促していくことが根本的な対策と

なる。このためには、先に述べた健康・

予防の取組が重要だが、あわせて、介護

事業者が利用者の要介護度を改善したく

なる仕組みが必要である。介護保健の制

度上、要介護度が下がる（ケアが楽にな

る）と、事業者に入る報酬が減ってしま

う。これが、介護事業者のやる気を失わ

せるためである。	

県は、先に触れた「かながわベスト介

護セレクト 20」において、要介護度を改

善した事業所 20 事業所に、100 万円ずつ

を交付している。前向きな取組だが、訪

問・通所など合わせて 20 事業所では効果

が限られる。より広い範囲の介護事業所

にインセンティブを与えられるよう、制

度を拡大すべきである。	

なお、川崎市では、別途、要介護度が

改善した利用者 1 人当たり 5 万円の報奨

金を支払っている。この方式であればよ

り多くの事業所の巻き込みが期待でき、

県でも参考になると考えられる。
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（防災・安全政策） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

３. 万全の街づくりで暮らしを支える県へ 

 

⼦どもを産み、育て、家族と元気に過ごしていく⽇々の営みは、安全に暮らせる街がしっかりとそこ
にあってこそです。⼦どもたちの将来に⽣活の基盤を残し、⾼齢者の⽅でも快適に暮らせる県を作っ
ていくためには、必要な分野には⼤胆に投資を⾏っていくことも重要です。 
 

防災・安全政策 - ３つの提言 

 
（１）豪雨・震災

対策 

- 下水道の大幅

な能力強化を 

（２）治安の維持

強化 

 - 警察力の増強

を 

（３）交通ネット

ワークの充実 

 - 地域公共交通

の維持を 

（４）商店街・

中小企業の活

性化 

 – 暮らしを支

える地域経済

を 

 
 

提言（１）豪雨・震災対策 – 下水道の大幅な能力強化を 

 
日本を襲う災害が、激しさを増している。	

豪雨災害については、2018 年の西日本豪雨の記憶が新しい。この辺りでは、上丸子

山王町２丁目で町内の４分の１が浸水し、大きな被害が生じた。猛烈な雨（1 時間降水

量 80mm 以上の雨）の年間発生回数は着実に増加しており、地球温暖化の進行に伴って、

頻度はさらに増加すると予測されている。	

また、同じく 2018 年には、北海道で震度７の大地震もが発生した。この際は、揺れ

による被害も甚大であったことに加え、苫東厚真火力発電所の停止により、北海道全域

で大規模な停電が続いた。	

こうした災害は、神奈川県にとって決して対岸の火事ではない。常に対策を進め、万
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一に備えておかなければならない。	

 

ア）下水道のインフラ整備（超過課税の財源化） 

 

都市の豪雨災害への耐久力は、下水

道の処理力によって決まる。下水道は、

雨水を海や川に流したり、地下のタンク

に貯留することで、地面を浸水から守っ

ているからだ。	

この処理力は、耐えられる１時間あ

たりの降雨量を使った「整備水準」で表

される。例えば川崎市では、市内全域で

「52mm」（5年に１度の豪雨）、重点化地

区では「58mm」（10 年に１度の豪雨）に

耐えられるよう下水道が整備されてい

る。	

ただし、「非常に激しい雨（50mm 以上）」

や「猛烈な雨（80mm 以上）」の頻度は年

とともに増加しており、想定外の豪雨に

も耐えられる街とするためには、さらに

処理力を引き上げておくしかない。問題

は、財政負担とのバランスである。	

公共下水道の設置・管理は、原則と

して市町村が行う。しかし、県民の命に

直結する豪雨対策について、市町村の管

轄だから県は関知しない、というのでは

無責任である。そこで、県が行う超過課

税を財源に、市町村の下水道整備を財政

支援することを提案したい。	

県の超過課税には２種類ある。「法人

県民税・事業税」の超過課税は、年間約

200億円を災害対策と幹線道路の整備に、

「個人県民税」の超過課税は、年間約

40 億円を水源環境（森林）の保全に使

っている。	

幹線道路整備は災害対策に比べれば

緊急性が低く、森林環境保全のためには

国で新たな税が導入される。この財源は

災害対策、特に豪雨対策に集中投下する

ことで、県民の理解も得られやすくなる

と考える。	

 

イ）高層マンションの震災対策の促進 

 

県内では、高層マンションの建設が

続いている。ここ川崎市はその筆頭であ

る。快適な高層マンションだが、災害時

にはエレベーターが停止し高層階住民

が帰宅できなくなり、いわゆる「高層難

民」が発生するという問題が指摘されて

いる。	

これを防ぐため、エレベーターの復

旧、自家発電用の重油・経由の供給、物

資の備蓄などを優先的に受けられるよ

う、マンション側と関係企業で事前に協

定を結んでおく必要がある。	

基本的には民間同士の契約となるが、

行政は、防災対策として、こうした協定

の締結を関係者に促していくべきであ

る。	
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ウ）帰宅困難者の家族対策（備蓄の強化） 

 

神奈川県では、都内などへの遠距離

通勤者も多いため、震災などの際に帰宅

できない人が大量に発生する恐れがあ

る（無理に帰宅しようとすると混乱を生

じるため、職場などに３日間は待機すべ

きとされている）。	

その間、保護者の帰宅を待つ子ども

や、家族の帰宅を待つお年寄りなどが安

心して生活できるよう、学校や施設での

預かり体制の整備、備蓄や情報提供の強

化を進めるべきである。	

 
エ）避難所への非常自家発電機・冷暖房設置 

 

万一災害が発生した場合、住民の

方々には避難所に避難していただくこ

ととなる。避難所として指定されている

のは、多くの場合が近隣の公立学校であ

る。	

避難所となる学校は、一定の期間、

食料・水・電気・トイレといったライフ

ラインを自ら確保できなければならな

い。特に、それぞれの住民が自分では確

保できない「電気」は、施設側で対策す

る必要がある。猛暑の夏や真冬に避難し、

電気が途絶えれば、命の危険が生じかね

ない。	

しかし、実は、避難所に指定されて

いる学校の全てに自家発電設備が置か

れているわけではない。全国では、避難

所指定校のうち、53%しか対応できてい

ない（平成 29 年文科省調査）。	

神奈川県では、避難所指定校 1,292

校のうち、89%が対応済みである。逆に、

1割の学校には自家発電設備がない。す

べての避難所指定校に自家発電機を行

き渡らせるよう、県として動くべきであ

る。	

さらに、電気があっても肝心の冷暖

房がなければ意味がない。冷暖房につい

ても、すべての避難所指定校に整備して

いくべきである。	

 
オ）女性目線の避難所運営 

 

大規模災害時に設置される避難所は、

運営が男性中心になりがちである。その

ため、過去の避難所運営では、プライバ

シーの確保、女性が必要とする物資の不

足、男女の固定的な役割分担など、様々

な問題が生じたことが指摘されている。	

こうした問題に対応するため、避難

所の運営体制に女性に参加を増やし、女

性の目線を採り入れられるように改善

すべきである。	
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カ）コンビニなどとの災害協定締結 

 

大規模な災害に備えて、各家庭で

水・食料などの備蓄を備えておくべきで

ある。しかし、それぞれの家庭での対応

には、どうしても限度はある。	

そこで重要になってくるのが、スー

パー、コンビニなどの流通店舗の営業確

保だ。	

2018 年の北海道胆振地震では、地元

のコンビニ「セイコーマート」が住民の

ライフラインとなった。大規模停電で多

くの店舗が休業となる中、セイコーマー

ト 1,100 店舗は、なんと 95%以上が営業

を続けた。車のバッテリーからの給電な

ど、災害に備えた事前の対策を徹底して

いたためだ。	

また、同社は北海道や市町村と、災

害時に生活物資を供給する協定を結ん

でおり、文字通りの防災拠点となってい

る。	

県も、スーパーやコンビニを運営す

る企業と、多くの協定を締結している。

こうした企業との協定を再度強化し、災

害時に県民を守る防災拠点として活躍

してもらえるよう、連携を深めていくべ

きである。	

	

キ）無電柱化の推進 

 

道路の電柱は、景観を損ねるだけで

なく、歩行者の動きを妨げ交通事故に繋

がり、さらには、震災時に倒壊し、道路

を塞いでしまう。防災対策という面から

も、無電柱化（地中化）を進めていかな

ければならない。	

国では「無電柱化推進法」が制定さ

れ、各地で動きが加速している。例えば、

東京都では、無電柱化を進めるための条

例を制定し、今後 10 年で都心部（環７

内側）の緊急輸送道路を事業化するなど、

大胆な方針を打ち出している。	

しかしながら、この点について県の

動きはまだ鈍い。県内の市町村とも連携

し、県内の道路における無電柱化（電

柱・電線の地中化）を加速させるべきで

ある。	

 

ク）消防団の支援 

 

各自治体の消防団は、火災や大規模

災害の際の救助活動、日常の警戒活動・

広報活動などに大きな役割を果たして

いるが、団員の減少や高齢化が問題とな

っている。	

このため、市町村とも連携し、団員
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の待遇改善を含め、確保を積極的に支援

すべきである。また、分団の活動拠点整

備についても、県による支援を進めるべ

きである。	

	

提言（２）治安の維持強化 – 警察力の増強を 

 
安全に暮らせる街は、すべての人の願いである。	

しかし、県内では、年間におよそ 53,000 件の犯罪が発生する（平成 29 年認知件数）。

川崎市に限ってもおよそ 8,300 件。１日あたり 23 件の計算だ。	

犯罪と並んで安全を脅かすのが、交通事故である。県内の交通事故は、年間におよそ

28,000 件（平成 29 年発生件数）。その中で 149 名がお亡くなりになっている。これは、

47 都道府県でワースト７位の多さである。	

 
ア）警察官の増員 

 

東京都では、およそ 1,380 万人の人

口に対し、およそ 43,000 人の警察官が

治安維持に当たっている。対して、神奈

川県では、およそ 920 万人の人口に対し、

県警の警察官定員はおよそ 15,000 人で

ある。	

人口当たりで考えると、東京都に遠

く及ばないことはもちろん、全国平均に

も届いていない。仮に、人口当たりの警

察官数を同じにするなら、東京都レベル

を目指すならプラス 13,000 人、全国平

均レベルならプラス 2,800 人の増員が

必要となる。	

一気にここまで大規模な増員を行う

ことは難しくとも、少なくとも現状より

予算を充て、神奈川県警の定員を伸ばし

ていく必要がある。	

 
イ）防犯カメラの設置加速 

 

女性や子どもを対象とした誘拐事

件・行方不明事件などが相次いで報道さ

れていることもあり、路上犯罪に対する

県民の不安感が増している。このため、

通学路、商店街、駐車場などへの防犯カ

メラの設置には強い要望がある。	

現在、県では「地域防犯力強化支援

事業」として、市町村や自治会・町内会

のカメラ設置に補助を行っている。しか

し、予算の制約から、実際に県が補助で

きるのは、数多く寄せられる申請の一部

にとどまっている（平成 29 年度：申請

639 台に対し設置 304 台）。	

地域からの設置要望は、地域の実情
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を踏まえた切実なものである。防犯カメ

ラ設置の要望にはすべて応えられるよ

う、予算を拡充し、県としての責任を果

たすべきである。また、カメラの設置だ

けでなく、維持管理に対しても補助を行

って行くべきだと考える。	

	

ウ）通学路・放課後の安全確保 

 

路上の安全、という観点からは、特

に注意が必要なのが学校への行き帰り

である。子どもを狙った卑劣な犯罪も後

を絶たない。さらに、子どもが関わる交

通事故は、県内で年間でおよそ 2,200 件

も発生し、そのうちいくつかでは、不幸

にも尊い命が犠牲になる。	

子ども達が登下校時に犯罪被害に遭

うことのないよう、防犯カメラの設置と

併せて、学校、警察、ＰＴＡ、地域の見

守りボランティアなどが連携して、通学

路の見守り活動を強化する必要がある。	

また、歩道のない道路、管理が行き

届いていない廃屋、草木などによって見

通しの悪い場所など、様々な種類の通学

路の危険箇所を毎年定期的に点検し、改

善を進めていくべきである。	

 
エ）交通規制の柔軟な見直し 

 

暮らしに密着した道路の安全維持の

ためには、住民の声と生活実態に合わせ

た交通ルールの柔軟な見直しと、安全施

設の速やかな設置が欠かせない。例えば、

信号が変わる秒数の変更、信号機や横断

歩道の設置などである。こうした対応は

県警察の所管であり、県レベルでの働き

かけが欠かせない。	

こうした交通安全に関する住民の声

を速やかに反映すべきことは、私は県議

会でも何度も強調してきた。また、中原

区でも、一方通行の緩和や速度規制の見

直しを実現してきた。	

これからも、住民の方々の声を県警

察をはじめとした道路関係者に届けて

いくよう、積極的に動いていきたい。	

 

提言（３）交通ネットワークの強化 

 – 地域公共交通の維持を 

 
行政が「まち」を作っていくに当たって、欠かせないのが交通ネットワークの整備で

ある。特に、今後、高齢化が進んでいくにつれ、公共的な交通網をどう整備するかは、
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暮らしに直結する課題として重要性を増していく。	

 

ア）地域の公共交通網の維持 

 

高齢者は、足腰の衰えに伴い、乗り

物を使って動かなければならない場面

が増える。一方で、交通事故を避けるた

め、高齢ドライバーには運転免許の自主

返納が促されており、自家用車に頼った

暮らしも難しくなっている。	

こうした高齢者の移動手段として、

コミュニティバスなど、使いやすい公共

交通機関の路線整備を進める必要があ

る。ただし、問題になるのが運営コスト

だ。民間のバス会社などが対応していな

いエリアで路線を引くことになるため、

基本的には赤字となってしまう。	

そこで、小型車両や IT を使った配車

システムなどで、コミュニティ交通の運

営コストを大きく下げることを提案し

たい。	

例えば、横浜市は、金沢区で、ゴル

フカートのような「電動小型低速車」を

使いバス路線がないエリアをカバーす

る実験を始めた。こうしたで取組を県と

して後押しし、県内全域に展開していく

べきである。	

 
イ）通勤電車の混雑緩和 

 

横須賀線駅の開通や再開発により、

武蔵小杉駅および JR 南武線・横須賀線

の混雑は深刻化している。電車に乗れな

いだけでなく、ホームから人が溢れ安全

面でも非常に危険である。	

対策としては、JR に、車両の長編成

化、増便、ホームドアの設置などを進め

てもらう必要がある。また、川崎市役所

のように「オフピーク通勤」を進め、乗

客を分散させる取り組みも進める必要

がある。	

幹線である南武線の混雑は、川崎市

だけでなく、神奈川県としても取り組む

べき課題である。県として、JR その他

の関係者へ対応を促し、支援を進めるべ

きである。	

 
ウ）鉄道の立体交差化 

 

JR は、南武線の線路の連続立体化を

予定している。ただし、完成は 2034 年

ごろ（約 15 年後）とかなり先である。	

立体化が実現すれば周辺の道路交通

の安全性・利便性は一気に高まる。１年

でも早い完成を目指し、県からも JR へ

支援を行っていくべきである。
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提言（４）商店街・中小企業の活性化 

– 暮らしを支える地域経済を 

 
県内の小売業の事業所数は、2016 年までの 20 年間でおよそ 26%も減少している

（68,995→50,962）。事業所数が減少する一方で売場面積は増加傾向にあることから、

商店街を中心とする小規模店舗が減り、大規模店舗が増えていることがわかる。	

 
ア）中小企業支援の強化 

 

神奈川県では、中小企業に対する支

援策として、従来から金融支援、経営支

援等が行われている。しかし、これらは

全国どこでもやっている、一般的な支援

策に過ぎない。	

例えば大阪府では、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。	

神奈川県でもこうした制度を参考に

して、区域・業種など一定の条件を満た

した企業を対象に、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

るなど、中小企業支援策のさらなる充実

を検討すべきである。	

 

イ）事業承継支援 

 

国は、事業承継問題を放置すると、

2025年までの 10年間で約 650万人の雇

用・約 22 兆円の GDP が失われると試算

している。県内でも、「今の事業は自分

の代限りになると感じている」経営者が

32.2%に登る。	

県では、平成 30 年に「事業承継支援

戦略」を策定し、産業振興センター（KIP）

などによる個別企業への支援を進めて

いるが、地域の経営者への浸透はまだま

だである。事業承継支援の取組をさらに

強化し、頑張る中小企業・小規模企業の

経営安定化を目指すべきである。	

 
ウ）商店街のイベント実施支援 

 

商店街に賑わいを生むためには、話 題性のあるイベントを企画・実施するこ
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とで、人の流れを呼び込むことが欠かせ

ない。	

音楽イベントや情報発信などのソフ

ト分野を含め、商店街団体などが行う魅

力アップのための事業には県がすでに

補助を始めており、この取組を加速すべ

きである。これにより、インバウンドを

含めた賑わいを県内の商店街に生み出

すことを目指す。	

 
エ）空き店舗対策 

 

空洞化が進み、シャッターが閉まっ

たままの店舗が目立つ商店街が増えて

いる。こうした空き店舗を使った新たな

事業へのチャレンジには、市町村が改修

費・賃借料などの補助を行なっているが、

抜本的な改善には至っていない。	

県として、空き店舗の活用を進める

ための支援策を強化すべきである。例え

ば、まちづくり会社を設立してサブリー

スの仕組みを作るなど、活性化に成功し

た県外の取組を参考にし、有効な対策を

後押ししていく必要がある。	
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（行政改革） 

県会議員たきた孝徳
こうとく

の提言 

４. 県民負担を 小化する、効率的な県へ 

 

いま、神奈川では、⾏政コスト削減の努⼒がストップしています。 
県は、2014 年まで、「緊急財政対策」に基づくコスト削減を進めていました。これが、前回知事

選・県議選の直後の 2015 年 7 ⽉から「⾏政改⾰⼤綱」に切り替わり、中⾝も⼤きく変わりました。
それまでの「削減を第⼀優先とした⼿法」を否定し、⽅針を転換しているのです。当初から「職員数
や出先機関数の⼤幅な量的削減は厳しい」と諦めており、結果、この４年間、県の「⾝を切る改
⾰」は⾜踏みし、無駄を⽣む税⾦の使い⽅が温存される構図となっています。 

いまこそ、再びの⾏政改⾰で、⾏政コスト削減の再スタートを切る必要があります。 
 

行政改革 – ４つの提言 

 
（１）行政改革の

基盤整備 

 – 行革を進める

「仕掛け」を県政

に 

（２）不要な支出

の削減 

 -「政令市に薄

い」サービスの不

均衡解消を 

（３）新たな財源

の確保 

 -「政令市に重

い」財政負担の不

均衡解消を 

（４）少数精鋭

の議会へ 

 – 名誉職的地

方議会からの

脱却 

 
 

提言（１）行政改革の基盤整備 – 行革が進む「仕掛け」を 

 
ア）行革基本条例の制定 - 行革継続の義務化 

 

 県の行革が一進一退を続ける背景に
は、行革の推進が行政（知事と県庁）の

自主的な判断に委ねられており、外から

のチェックが働きづらいという現状の

構造がある。	

	 例えば、「行政改革大綱」のような行

革のプランは、知事以下で策定され、議

会には内容を拒否する権限がない。こう
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したプランが知事選の直後に決まると、

県民が異を唱える機会はごく限られた

ものとなってしまう。	

	 改革の進捗は毎年「点検報告書」にま

とめられてはいるが、あくまで県による

内部評価・自主評価である。	

	 また、行政改革に外部の観点を導入す

るために「行政改革推進協議会」が設置

され、弁護士・会計士など 8名の委員が

任命されている。しかし、会の位置付け

と権限は曖昧で、委員の意見がどう反映

されていくのか見えない。また、会議は

年 2 回（１回２時間）と限られており、

専門家の力を引き出せているとも言い

難い。	

 
	 そもそも、自分の身を削る改革を、県

が喜んですることはない。改革を迫り続

ける枠組みを議会主導で決め、目を光ら

せていくべきである。	

	

	 具体的には、「神奈川行政改革基本条

例」を制定するべきだと考える。	

	 例えば兵庫県は、平成２０年度、全国

で初めて「行財政構造改革の推進に関す

る条例」を制定し、県民・議会・専門家

（第三者機関）の関与と監視を強化した。

神奈川でも、同様の枠組みをさらに進化

させ、行革の推進体制を強化すべきであ

る。	

 

○県会議員たきた孝徳
こうとく

の「神奈川行政改革基本条例」構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①行政改革を、義務化する 

計画づくりと確認のタイミングを条例で定め、「おまかせ」を排除する。	

・基本計画は 4カ年計画とし、知事の任期折り返しの年度で策定。	

審議会

県議会

計画
づくり

進捗
報告

外部（専門・民意）
のチェック

外部（専門・民意）
のチェック

２ 3

人選の監視
4

行政改革の義務付け
1
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	 （任期に変更ある場合は計画期間を短縮し、新知事の任期に揃える。）	

・次年度の実施計画を、毎年度策定する。	

・前年度の実施状況を、毎年度確認する。	

②計画づくりに、外部のチェックを入れる 

基本計画を策定・変更する際は、専門家で構成する審議会の承認を得た上で、議

会が議決する。	

③進捗報告に、外部のチェックを入れる 

実施状況の報告には、審議会の意見を付して、議会に報告する。議会は、計画の

変更などについて意見を述べることができる。	

④専門家の人選を、議会で決める 

審議会の委員は、知事の指名を受け、議会が同意し任命する。	

 
 

イ）予算インセンティブ制度の導入 - 「余らせ得」な予算編成へ 

 

	 県庁の現場は、予算を「使い切りたい」

という思いで動く。これは、職員ひとり

ひとりの感覚やモラルの問題ではない。

自治体の予算は、単年度ごとに決まる。

そして、その年度の予算を使わず余らせ

ると、「その分はなくても回るというこ

とだ」と判定され、次の年度では予算が

減ってしまう。	

	 減らされた分、自分の担当範囲で新し

い事業などに回してもらえればよいが、

なかなかそんな場面はない。現場の目線

からすれば、節約すると次が苦しくなる、

「余らせ損」な仕組みなのである。	

	

	 県は、「行政改革大綱」で、予算編成

のあり方についても改革の方針を定め

ていた。私が注目していたのが、インセ

ンティブ制度の導入である。具体的には、

「見直しにより生み出された財源の一

定額を、翌年度予算で要求できる」制度

を実施するとされていた。しかし、その

後の年次報告書でも、こうした新たなイ

ンセンティブ制度の進展は確認できな

い。	

 
	 こうしたインセンティブ制度は、他の

自治体でも活用され、成果をあげている。

県でも早急に導入すべきである。	

	 例えば兵庫県は、平成 20 年度に全国

で初めて「予算節約インセンティブ制度」

を導入した。平成 28 年度までの 8 年間

で、総額約 1億 5,800 万円を削減したと

されている。県内では、例えば横浜市は、

同様の制度を「メリットシステム」と呼

び、平成 15 年度から導入している。	

	 なお、コストの削減と裏表の関係で、

広告料や資産売却で収入を増やした現

場にも、同じように、次年度の予算編成
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で優遇を行うべきである。	

	 また、次年度の予算措置のほかにも、

こうした取組で行政改革を進めた県庁

の現場に対し、知事が表彰を行い、県民

に公表するなど、士気を高める取組を併

せて行うべきだと考える。	

 

○県会議員たきた孝徳
こうとく

の「予算インセンティブ制度」構想 

 

①コスト削減で、現場が得をする 

予算執行段階で節約された金額の 2/3 を、次年度の予算編成で、当該部局に配分

する 

②収入増加で、現場が得をする 

新たな広告収入、不用品売却益などの 2/3 を、次年度の予算編成で、当該部局に

配分する	

③県職員を表彰し、士気を高める 

当初予算規模に対し、上記の取組を通して削減・増加させた金額の割合が も高

い課を、知事が表彰し、県民に公表	

 

提言（２）不要な支出の削減 

 – 「政令市に薄い」行政サービスの不均衡解消を 

 
ア）県民利用施設などの統廃合 – ハコ物のスリム化 

 

	 2014 年までの「緊急財政対策」は、

2015 年以降の県民利用施設の見直しに

ついて、ロードマップを示していた。ま

た、県庁の出先機関についても、見直し

の方向性が示されていた。	

	 このロードマップ自体も踏み込み不

足ではあったが、現状は、そこからさら

に後退している。例えば、県民利用施設

のひとつ「フラワーセンター大船」は、

ロードマップでは「民間移譲」が提言さ

れていたが、調整の結果「指定管理」で

お茶を濁している。また、出先機関につ

いては、「あり方を検討」の状態のまま、

何年も経過している問題先送りの例が

多い。	

	

	 県施設や出先機関の必要性について

客観的な判断基準を設け、定期的に基準

に該当するかをチェックし、あり方を再

検討する仕組みを確立すべきである。	
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	 定期的な確認の場としては、「行政改

革基本条例」の節で述べた毎年度の進捗

確認の場（審議会・県議会）を活用する

ことが考えられる。	

	 判断基準としては、例えば、１）経営

は黒字か、２）県民全体にニーズがある

か、３）経営改善の余地があるかといっ

た視点が考えられる。	

 

○県会議員たきた孝徳
こうとく

の見直し基準案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経営は黒字か 

県民利用施設の場合、経営が黒字であれば基本は存続させる。	

ただし、116 の県民利用施設のうち、黒字な施設はわずか 9施設である	

（※後掲の一覧表を参照）（平成 29年度）。 

②市町村で提供できるか 

赤字の県民利用施設や出先機関について、利用者が地元住民に偏っている場合は、

地元市町村への移譲が可能か検討する。 

③民間で提供できるか 

赤字の県民利用施設や出先機関について、県民の安全や健康の確保と関係がなく、

民間で同様のサービスが提供できる内容であれば、募集を募り、民間に移譲（売却）

する。	

④真に公共性があるか 

赤字だが②・③に該当せず、県民負担が避けられない場合は、県民の生命・身体の

安全に関わるなど、本当に公共性があるかを第三者の目で再度検討する。強い公共

性が認められるのであれば、民間活用（地方独立行政法人・指定管理・業務委託）

経営は
黒字か

市町村で
できるか

民間で
できるか

公共性が
あるか

存続

１ ２ ３ ４

運営
改善

市町村
移管

民間
売却

廃止

YES YES YES YES



 

 60 

などの運営改善を条件に、存続を認める。	

⑤いずれも NO な場合 

④にも該当しない（強い公共性もない）場合には、廃止する。	
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○県会議員たきた孝徳
こうとく

の県民利用施設見直し方針（案） 

	

【廃止すべき施設（例）】 

 

生命の星・地球博物館 

（赤字：4億 9,400 万円 

（平成 30 年度予算） 

	

小田原にある科学博物館である。か

つての県立博物館の自然史部門が独立

して設置された経緯がある。	

自然科学についての展示施設には一

定の公共性はあるものの、毎年 5億円規

模の赤字は巨額すぎる。いったん廃止す

るか、廃止が難しければ、少なくとも後

述の歴史博物館と併せ指定管理制度に

移管するべきである。	

	

地球市民かながわプラザ 

（赤字：2億 4,686 万円） 

（平成 30 年度予算、指定管理費） 

	

横浜市にある教育・交流施設（通称

「あーすぷらざ」）である。国際平和や

地球規模の課題について学べる。	

地球市民の理想は結構だが、神奈川

県が担わなければならない課題ではな

い。仮に県が担うとしても、重要なのは

教育現場ほかでのソフト（教育内容）で

あり、箱モノではない。現在は指定管理

が行われているが、これにとどまらず、

廃止に踏み切るべきである。	

	

	

国際言語文化アカデミア 

（赤字：2億 7,641 万円） 

（平成 30 年度予算） 

地球市民かながわプラザの中にある

教育施設である。外国籍県民への日本語

教育や、県民への外国語講座を行ってい

る。	

２億もの赤字を出しつつ県で手がけ

る必要はなく、同様の民間サービスに委

ねればよい。	

	

【民間売却すべき施設（例）】 

	

大船フラワーセンター 

（赤字：1億 251 万円） 

（平成 30 年度予算、指定管理費） 

	

鎌倉市にあるかつての「フラワーセ

ンター大船植物園」である。緊急財政対

策では市または民間への移譲が目指さ

れたが、県営での存続を求める声を	 	 	

受け議論が後退。約 5億円をかけた改修

工事ののち、平成 30 年 4 月から「大船

フラワーセンター」として指定管理者に	 	 	

よる管理がスタートした。	

しかし、手法次第では民間でも	 	 	

経営が可能なサービスであり、当初予定

どおりの完全移譲を目指すべきである。	

	

青少年センター 

廃止

廃止

廃止

民間
売却

民間
売却
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（赤字：5億 6,561 万円） 

（平成 30 年度予算） 

	

横浜市にある青少年育成施設である。

青少年向けのイベント（体験学習や舞台

鑑賞）も行なっているが、利用の中心は	 	 	

ホール・多目的プラザの貸し出しである。	

施設を県で保有する必要はなく、民

間に売却するか、市へ移管すべきである。	

	

県立ふれあいの村（足柄・愛川） 

（赤字：1億 9,891 万円） 

（平成 30 年度予算、指定管理費） 

	

南足柄市、愛川町にあるキャンプ

場・宿泊施設である。県内学校の林間学

校向けに使われるが、民営施設にして、

学校が利用する場合には個別に補助す

れば足りる。	

なお、もうひとつの「三浦ふれあい

の村」は 30 年度から民間委譲されたが、

30 年度・31 年度と億円単位の改修工事

費を県が負担していることも見過ごせ

ない。	

	

山岳スポーツセンター 

（赤字：9,346 万円） 

（平成 29 年度決算、指定管理費） 

	

秦野市にある、登山の研修・宿泊施

設である。目玉は屋内・屋外のクライミ

ングウォールだが、愛好家のためのこう

した施設は民間でも多数運営されてい

る。	

	

【市町村へ移管すべき施設（例）】 

	

25 の県立公園 

（赤字：合計約 19 億円） 

（平成 30 年度予算、指定管理費＋維持

管理費） 

	

公園は、多くは周辺住民の利用が中

心となっており、県が手がける必要はな

い。	

例えば、観音崎公園（赤字：9,016 万

円）は、横須賀市の湾岸にある。公園内

には、市営の横須賀美術館が中心にある。

現在は指定管理施設だが、丸ごと市に移

管してしまって構わない。	

	

藤野芸術の家 

（赤字：7,902 万円） 

（平成 30 年度予算、運営費補助） 

	

相模原市に所在する体験活動施設で

ある。地元と県外の利用者が中心となっ

ている。	

平成 30年 4月から民間事業者に無償

貸与されたが、30 年度・31 年度と 7,000

万円余りの運営費の補助が続いている。

県有資産の有効活用の観点から、2 万 7

千平米の土地ごと、市への売却を検討す

べきである。	

	

相模湖交流センター 

（赤字：8,955 万円） 

（平成 30 年度予算、指定管理費） 

民間
売却

民間
売却

市町村移管

市町村移管

市町村移管
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相模原市にある交流施設である。地

元の音楽、文化系団体の利用が多い。市

立の相模湖記念館と合わせて、指定管理

者として民間事業者が管理運営を引き

受けている。市で一体的に運営させるべ

きである。	

	

【運営を改善すべき施設（例）】 

	

県立図書館 

（赤字：7億 8,857 万円） 

（平成 30 年度予算） 

	

横浜市立中央図書館から歩いて 10分

の距離にある。専門的な蔵書など独自性

はあり必要な施設ではあるが、運営方法

には検討が必要である。	

現在は県の直営だが、例えば海老名

市の例のように、民間企業などへの指定

管理を検討すべきである。また、直営で

の運営が必要な場合は、高知県・高知市

のように、県立・市立の図書館を統合・

共同運営することも選択肢である。	

	

歴史博物館 

（赤字：4億 5,098 万円） 

（平成 30 年度予算） 

	

横浜市にある博物館である。平成 30

年 4 月にリニューアルして再開館する。	

県が基本的な博物館施設を持つこと

は必要だが、県の直営は改め、指定管理

制度を導入すべきである。	

	

体育センター 

（赤字：3億 8,132 万円） 

（平成 30 年度予算） 

	

藤沢市にあるスポーツ施設である。

現在、東京オリンピックへ向けて施設の

再整備中である。	

東京オリンピックへ向けて必要な施

設ではあるが、県の直営が続き赤字が縮

小しない。西湘地区体育センターと同様、

せめて指定管理を導入すべきである。	

	

	

	

  

運営
改善

運営
改善

運営
改善
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参考）県民利用施設の赤字額（抜粋） 
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○県会議員たきた孝徳
こうとく

の出先機関見直し方針（案） 

 

【廃止・統合すべき施設（例）】 

 

自動車税管理事務所 

	

県税事務所と自動車税管理事務所は

類似した業務を行いながら別々に置か

れている。後者は廃止し、県税事務所に

統合すべきである。	

県は、12 の県税事務所と別に、自動

車税・自動車取得税を取り扱うための

「自動車税管理事務所」を県内４カ所に

置いている（横浜、川崎、相模、湘南）。	

県税事務所は平成 26 年に再編され、

18 ヶ所が 12 ヶ所に統合された。一方、

自動車税管理事務所は手つかずのまま

である。	

なお、実際に、愛知県、兵庫県など

大規模な県でも、県税・自動車税事務を

一括して県税事務所が扱っており、統合

は可能である。	

	

【市町村へ移管すべき施設（例）】 

 

パスポートセンター 

	

県では、横浜・川崎・厚木・小田原

にパスポートセンターを設けている。	

一方、パスポートの発給事務は、市

町村に移譲することができる。県内では、

相模原市（相模大野・橋本）、藤沢市・

茅ヶ崎市・寒川町（湘南）の４市町村に

はすでに権限が委譲されており、平成

29 年には横浜市との調整も始まった。	

他県では、全市町村へ権限以上を済

ませた例も多く、神奈川も急ぎ対応し、

県のパスポートセンターは廃止すべき

である。	

	

神奈川労働センター 

	

労働相談や労働関係の情報提供を行

う機関である。横浜・川崎・県央・湘南

の４カ所にある。	

国の労働基準監督署との住み分けも

曖昧な上、政令市では市も同様の事業を

行っている。少なくとも政令市のエリア

では、県が機関を設ける必要はない。	

	

【運営を改善すべき施設（例）】 

	

自然環境保全センター 

	

厚木市にある森林・自然保護機関で

あるだが、バーチャル・リアリティーで

自然を体験する展示や野外施設の観察

など、県民利用施設のようなサービスに

力を入れている。	

こうしたサービスは県直営で行う必

要はなく、指定管理などの形で民間委託

を進めるべきである。	
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○県会議員たきた孝徳
こうとく

の公営住宅見直し方針（案） 

 

【市町村へ移管すべき施設（例）】 

 

県営住宅 

	

低所得者向けの賃貸住宅（団地）で

ある。県内に 208 カ所あるが、このうち

98 カ所が３政令市に立地している。	

低所得者向け住宅は市町村でも整備

しており、基本的には県が手がける必然

性はない。特に、市営住宅が整備された	 	 	

政令市では県営住宅を移管し、効率的な

運用を目指すべきである。	

	

	

イ）補助金改革 – 県民全体のための補助金へ 

 
	 2014 年までの「緊急財政対策」では、

県単独補助金のカットも進められてい

た。	

	 県の補助金には、大きく、「市町村向

け」のものと、「団体等向け」のものが

ある。	

	 このうち市町村に対する補助金は、政

令市にとって「負担あり・サービスなし」

の不均衡の原因となっている。そもそも

政令市には交付されないことになって

いる補助金が、多数存在するからだ。	

	 また、団体等に対する補助金は、どう

しても既得権益化しやすい。一度交付さ

れ始めた補助金は、精査されなければ次

の年度からも続いて行くことが多い。	

	

	 そこで、県のすべての単独補助金に、

一定期間後に原則として交付を打ち切

る「サンセット方式」を導入・徹底すべ

きである。その際、「県民全体に対して

どのようなメリットがあるか」について

事前に目標値を定め、継続を求める場合

には、目標値の達成状況について審査を

受ける形とすべきである。	

	 また、曖昧・過剰・不要・不透明な補

助は原則禁止とし、既存の補助金は廃止

すべきである。	

 

○県会議員たきた孝徳
こうとく

のサンセット方式提案 

 

①交付期間を事前に決める 

３年以内の補助金継続期間を決め、期限がくれば交付を見直す。	
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②目標も事前に決める 

交付期間で達成する目標値を定める。目標値は、「神奈川県民全体にどのようなメ

リットがあるか」を示す数値目標とする。	

③継続には、説明責任を求める 

交付期間後は、原則として補助を打ち切る。例外的に継続する場合は、目標達成

度を審査する。審査では、県のほか、交付を受けた団体も説明者となり説明する。	

特に、予算規模が巨額なものについては、目標達成度について詳細な説明を求め

る。	

 

参考）補助金予算額トップ６（団体向け県単独補助金、平成 30 年度） 

 

・私立学校経常費補助：367 億円	

・私立学校生徒学費軽減事業補助金：45 億円	

・産業集積施設整備等助成金：42 億円	

・神奈川県都市鉄道利便増進事業費補助金：40 億円	

・商工会・商工会議所地域振興事業費補助金：17 億円	

・神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助：10 億円	

 
参考）県民全体へのメリットを確認すべき補助金（例） 

（市町村向け・団体向け県単独補助金、平成 30 年度） 

 

・市町村事業推進交付金：12 億円	

・市町村自治基盤強化総合補助金：13 億円	

・かながわ国際交流財団補助金：4,200 万円	

・鳥獣保護管理対策事業費補助金：100 万円	

・間伐材搬出促進事業費補助金：3億円	

・アユ中間育成施設整備事業費補助金：9,300 万円	

 

○県会議員たきた孝徳
こうとく

の補助金見直し方針（案） 

 
【禁止・廃止すべき補助金】 

 

①「曖昧」な補助 - 団体運営費補助 

「団体運営費補助」には公益と関係の

ない人件費などが紛れ込むため、範囲が

明確な「事業費補助」に限るべきである。	
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（例）	

・神奈川県町村会補助金・市長会補

助金：1,278 万円 

・札掛森の家運営費補助金：710 万円 

・秦野精華園民間移譲推進事業費補

助金：1億円 

 

②「過剰」な補助 - 補助率 1/2 超え 

あくまで「支援」であるという補助金の

性格から、補助率は、対象経費の 1/2 以

下に抑えるべきである。	

	

（例）	

・民間児童福祉施設整備借入償還金

補助金（3/4）：1億 1,352 万円 

・高齢級間伐促進事業費補助金

（7/10）：500 万円 

・神奈川県農業会議事業推進費補助

金（8/10）：3,073 万円 

・ 農 地 売 買 支 援 事 業 費 補 助 金

（8/10）：709 万円 

・漁業無線施設再編整備補助金

（2/3）：76 万円 

・ 眼 科 救 急 医 療 対 策 費 補 助 金

（10/10）：2,012 万円 

	

③「不要」な補助 – 余裕のある団体 

補助金予定額を上回る繰越金・積立金・

内部留保・余剰金がある団体は、財政的

な余裕があり補助は不要である。	

	

④「不透明」な補助 - 県職員天下り先 

補助金の中立性・公平性が疑われるため、

県職員の関与がない団体への補助に限

るべきである。	

	

※補助金額は平成 30 年度当初予算額	

	

ウ）第三セクターの改革 

 
	 県は、様々なやり方で、半官・半民

のサービスを県民に提供している。しか

し、半官・半民組織は責任の所在が曖昧

になりやすく、特に力を入れて透明性を

確保する必要がある。例えば、「県主導

第三セクター」という独自の概念を使う

ことをやめ、一般に「第三セクター等」

とされる企業については、情報公開いや

事業見直しを平等に行うべきである。	

	

半官・半民組織には様々なものがある。

まず、県庁組織の一部として特別会計で

行う「公営企業」がある（神奈川県の場

合は、「企業庁」）。次に、県庁とは別の

外郭組織として、「第三セクター等」と

まとめて呼ばれる「地方独立行政法

人」・「地方公社」・「第三セクター」があ

る。	

	

この第三セクター等について、神奈

川県は、「県主導第三セクター」という

独自の概念を用いている。第三セクター

等のうち、「県が主体的に指導する必要

がある」15 の法人を指す（平成 30 年 7
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月現在）。	

	 これによって、例えば県が 25%以上の

出資を行っても「県主導」に当たらない

ではない法人があるなど、都合の悪い第

三セクターを表舞台から隠すことがで

き、行政の透明性の観点から大きな問題

である。	

	

	 不透明な切り分けをやめ、一般的に

「第三セクター等」とされる企業につい

ては、情報提供や事業の見直しを平等に

行うべきである。	

	 例えば、県は、総務省への提出資料（財

政状況資料集）では「県主導」の約２倍

に当たる 32 の法人を「地方公社・第三

セクター等」としてあげている。少なく

ともこうした法人については、「県主導」

と同様の扱いが必要である。	
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○「県主導」以外も含めた県の「地方公社・第三セクター」 

（県が国に報告したもの） 

 

 

エ）地方独立行政法人の改革 

 
 第三セクターに代表される半官・半

民のサービスでは、サービス内容によっ

ては高い安定性が求められ、一方では民

間の活力を生かして経営改善を図る必

要があり、そのバランスが難しい。	

例えば、「地方独立行政法人」である

県立病院機構では、がんセンターを巡る

人事の混乱で、一時は患者の受入れを停

止する事態にまで至ったことは記憶に

新しい。	

この原因の一つは、経営の独立性を

確保するあまり、トップの理事長以外は

県が人事にタッチできないといった、

「地方独立行政法人」ならではの仕組み

にあった。	
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こうした反省を踏まえ、県の半官・

半民サービスについては、サービス安定

と経営改善の２つを両立させられる組

織の形を工夫すべきである。	

例えば、県立病院機構では、県の経

営関与を高めて混乱を避けつつ経営改

善も後退させないため、現在の県立病院

機構を分割する形で、５つの県立病院を

それぞれ個別の地方独立行政法人とす

ることが考えられる。	

こうすることによって、現在「中二

階」のようになっている県立病院機構を

バイパスし、５つの病院の病院長を県が

直接任命・解任できるようになる。	

 

○県会議員たきた孝徳
こうとく

の県立病院見直し方針 

 

（現状）	

	

	

（見直し案）	

	

 
	

オ）地方公社の改革 

 
	 「地方公社」は、住宅・道路・土地の

いわゆる「地方三公社」として設立が認

められる、特殊な法人である。	

	 県の住宅供給公社は、2006 年に全国

知事 理事長

がん
センター

病院
長県立

病院機構神奈川県

任命・
解任

任命・
解任

知事

がん
センター

病院
長神奈川県

任命・
解任
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で初の民営化を表明したものの、借入金

の削減に期間が必要なこと、高齢者住宅

などの公共的役割の継続が難しくなる

ことから、2013 年に民営化を断念した

経緯がある。	

	

地方住宅供給公社は、2008（平成 20）

年時点では47都道府県及び10政令市に

57公社があったものの、解散が相次ぎ、

2017（平成 29）年には、30 都道府県及

び9政令市の39公社まで減少している。	

	 民営化検証の過程でも議論されなが

ら前例がないとして見送られた「コンセ

ッション方式」による部分的民営化を、

再度検討すべきである。	

 
○コンセッション方式とは 

 

施設の所有権は県が保有し、運営権を民間事業者に与える方式。空港の民営化

などで利用される。県の住宅供給公社についても、株式会社化の次善策として

検討されたが、前例がないとして見送られた。この間、例えば愛知県は 2016 年

に道路公社をコンセッション方式で民営化。全国初の事例として注目された。	

 
	

提言（３）新たな財源の確保 

 -「政令市に重い」財政負担の不均衡解消を 

 
ア）県税徴収率の平準化 – 政令市以外での「取り残し」解消を 

	

	 冒頭でも述べたとおり、神奈川の県税

は、政令市に依存している。	

	 県民税、法人事業税、自動車税などの

県税を合すると、総額は年間で 1.2 兆円

にのぼる。このうち 2/3（66%＝8,300 億

円）が３政令市、残り 1/3 が（33%＝4,200

億円）がその他の市町村からの税収だ。	

	 経済的な力がある政令市にある程度

の負担がかかることは避けられないが、

受益者負担という原則からみると、現状

はあまりに不均衡と言わざるを得ない。	

	

ここで着目したいのが、本来収めるべ

き税が実際にどの程度収められている

かという「徴収率」だ。県内の市町村税

の徴収率は、政令市が高く、その他市町

村で低い傾向にある。県と市町村の住民

税は一括して徴収されることを考える

と、県税でも同様の傾向にあると推測で

きる。	
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政令市に比べ、その他市町村では県税

の徴収率が低いとすれば、平等の観点か

ら大きな問題である。県として、政令市

以外の市町村と連携し、滞納対策を強化

する必要がある。	

	

○県税の地域別税収 / 市町村税の地域別徴収率（平成 27 年度） 

	

	

	

 

イ）宿泊税の創設 – 県外からの観光客による財政負担を 

	

	 インバウンド（訪日外国人）観光客が

増加している。全国では、年間に 2,800

万人を超える外国人が、日本を訪れてい

る（2017 年）。都道府県別の訪問数を見る

と、東京・大阪・千葉・京都・福岡につ

いで、神奈川が第６位となっている。	

	 こうした中、地方公共団体は、独自に

「宿泊税」を課しはじめている。まず、

平成 14 年に東京都が導入。平成 29 年に

大阪府、平成 30 年には京都市が沢市が

立て続けに導入した。金沢市・福岡市で

も、平成 31 年中に課税が開始される予

定である。	

 
	 鎌倉や箱根などの観光地を有する神

奈川県でも、インバウンド（訪日外国人）

客を主な対象とした宿泊税の導入を検

討すべきである。なお、低額な宿泊、修

学旅行生、オリ・パラ期間中、県内を旅

行する県民などに対しては課税を免除

し、客足を鈍らせないための配慮も併せ

て検討する必要がある。

 

提言（４）少数精鋭の議会へ 

 - 名誉職的地方議会からの脱却 

 

○議員定数の削減 
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	 各種の行政改革を進めるにあたり、ま

ずは県議会自らが身を切る姿勢を示す

ことが重要である。そのため、現在 105

となっている議員定数を、次期見直しの

タイミングでさらに削減し、90 ないし

91とすることを目指す。これによって、

議員 1 人当たりの人口はおよそ 10 万人

となり、東京都や大阪府に並ぶ水準とな

る。	

	 これまでの反省点として、県会議員同

士が自分たちの定数を決めるのは限界

がある。したがって、第三者機関を設置

して議論し、その結論に従う、というル

ール作りが必要である。	

 
【主な都道府県議会の議員定数（平成 31 年予定）】 

都道府県 定数 人口 
議員 1人 
当たり人口 

東京都 127 13,857,664 109,115 
神奈川県 105 9,179,835 87,427 
愛知県 102 7,539,185 73,914 
北海道 100 5,381,733 53,817 
大阪府 88 8,824,566 100,279 
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第３章 

 

神奈川県を変える、10 本の先進条例 

  



 

 76 

10 本の先進条例を制定し、神奈川県を変えます 

 
① 再エネ促進条例を改正 ▷ 「原発ゼロ基本条例」で、神奈川発の原発ゼロを進めます 
 
・ 県の「再⽣エネルギー促進条例」を改正。「原発ゼロ基本条例」に改めます 

- 県内および国内全体の原発ゼロを⽬指す理念と、将来にわたって県内における原
発⽴地・稼働を認めない⽅針を明確化する 

- 県内の再⽣可能エネルギーの発電量が電気消費量を上回る、「県のエネルギー⾃
⽴」を⽬指すことを定める。（同様の条例案について、過去に島根県議会への直
接請求事例あり） 

 
② 障がい者差別解消条例を制定 ▷ 障がい者への差別をなくします 
 
・ 「障がい者差別解消条例」を制定し、全ての県⺠が平等に暮らせる社会を⽬指します。 

- 東京都では、同様の「障がい者差別解消条例」を制定済み 
- その他、近隣では、千葉県・茨城県などでも、同様の条例を制定済み 

 
③ ⼈権尊重条例を制定 ▷ ヘイトスピーチや LGBT 差別をなくします 
 
・ 「⼈権尊重条例」を制定し、ヘイトスピーチと LGBT 差別への対策を進めます。 

- 東京都では、同様の「⼈権尊重条例」を制定済み。 
- ヘイトスピーチについては、公共施設の利⽤制限やネット上での拡散防⽌措置を

定める。同様の条例は、⼤阪市が制定。川崎・名古屋・神⼾が検討中 
- LGBT については、性⾃認・性的指向を理由とした不当な差別を禁⽌する 

 
④ ⾃殺対策条例を制定 ▷ 県⺠の命を守ります 
 
・ 「⾃殺対策条例」を制定し、県の⾃殺対策を強化します。 

- 県では、従来の「対策指針」を「対策計画」に格上げしたが、条例化でより踏み
込むことができる 

- 都道府県では、⼭梨県などに条例化の例。県内では、平塚市・相模原市が条例制
定済み 
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⑤ 地震災害対策条例を改正 ▷ 「総合防災条例」に改め、豪⾬災害まで全⽅位で備えます 
 
・ 県の「地震災害対策推進条例」を改正。「総合防災条例」とします。 

- 現⾏条例は地震に特化し、豪⾬災害への対策はカバーされていない 
- 三重県で、「地震対策推進条例」を「防災対策推進条例」にした事例あり 

 
⑥ 虐待禁⽌条例を制定 ▷ 児童虐待を含め、あらゆる虐待の悲劇を⾷い⽌めます 
 
・ 「⼦ども・⼦育て⽀援推進条例」を改正し、独⽴した虐待禁⽌条例を置きます。 

- 県では、児童虐待に特化した条例はない。「⼦ども・⼦育て⽀援推進条例」で簡
単に触れるのみであり、例えば、妊娠期からの切れ⽬のない⽀援や全⼾訪問など、
細かな施策を担保できていない 

- 埼⽟県では、平成 29 年に「虐待禁⽌条例」を制定。児童だけでなく、⾼齢者、
障がい者への虐待について⼀本化して制定。虐待防⽌に向けた環境整備、情報共
有体制などを、詳細に規定している 

 
⑦ 認知症対策条例を制定 ▷ ⾼齢でも安⼼できる街を作ります 
 
・ 「認知症対策条例」を制定し、総合的な対策を⾏う体制を整えます。 

- 認知症については、県でも、認知症の⽅やご家族を⽀えるための取組を実施。県
内には、例えば⼤和市の徘徊事故保険契約など、先進的な取組もある 

- 愛知県では、都道府県初となる、まちづくりまで含めた総合的な条例の制定を検
討している。市町村では、⼤府市・神⼾市などにこうした総合的な条例の例があ
り、予防や治療だけでなく、事故時の給付⾦⽀給などを規定している 

 
⑧ がん克服条例を改正 ▷ 最新のがん対策を進めます 
 
・ 県の「がん克服条例」を改正し、さらなる取組を進めます。 

- 県では、平成 20 年に「がん克服条例」を制定。その後２度にわたり改正 
- がん対策条例は多くの⾃治体で制定されている。県の現⾏条例と⽐較すると、例

えば、在宅医療の推進、⾻髄移植の促進、財政措置の努⼒義務など、県条例では
規定されていない項⽬が⾒られる 

 
⑨ 公契約条例を制定 ▷ 建設業労働者の賃⾦確保を進めます！ 
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・ 「神奈川県公契約条例」を制定し、公共⼯事受注者などの下限賃⾦を定めます。 

- 「公契約条例」の制定は全国の都道府県・市町村で進んでいる。県内でも、川崎
市、相模原市、厚⽊市などで制定済み 

- 神奈川県としての公契約条例は、平成 26 年に議論が⾏われたが、賛成・反対論
が交錯し、結論は未定 

 
⑩ 財政運営条例を制定 ▷ 県財政を健全化させます 
 
・ 「財政運営条例」を制定し、財政の健全化を進めます。 

- 県にも「中期財政⾒通し」はあるが、⽬指す姿や⽬標が曖昧で、県⺠⽬線でのガ
バナンスが⼗分に⾏き届いていない 

- 条例で、県当局に対し、財政評価指標の設定や予算編成過程公表を義務付ける 
- 都道府県では⼤阪府、県内市町村では横浜市で、同様の条例を制定済み 
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本提⾔書に関するご意⾒、その他県政に関するご意⾒を募集します。 

以下余⽩にご記⼊の上 FAX にてご送信下さい。 

お名前             

ご住所 〒                             

電話番号             FAX 番号             

ご意⾒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信先 ⽴憲⺠主党・⺠権クラブ 

            川崎市中原区政務活動事務所 

FAX 044-722-6925   E メール support@takita-kohtoku.com 
 


