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暮らし向上宣言！ -全ての県民に豊かさを- 

 

はじめに― 

特定団体の代表でなく、国民全体の代表であり続けます！ 

 

神奈川県の少子化は危機的な状況にあります。令和 3 年（2021 年）の合計特殊出生率

（女性が生涯で生む子どもの数）は、1.22（前年比 0.04 ポイント低下）と過去最低を更

新しました。また、令和 3 年（2021 年）の高齢化率（65 歳以上の方々が人口に占める割

合）は 25.8%と、4 人にひとりの県民の方が 65 歳となり、少子化の進展などにより、こ

の割合は今後更に高まっていくと予想されています。まさに政治のあり方、自治体議員の

あり方が問われています。その中、私は、人々の生活向上こそ自治体議員の責務と考え、

県政改革のビジョン・提言書として『暮らし向上宣言！～全ての県民に豊かさを～』を発

表いたしました。 

 

この提言書では、私が目指す社会の実現に向けた「8 つの重点政策」と「5 つの基本姿

勢と主要政策」をお示しさせて頂きました。中原区にお住いの多くの皆様にご覧頂きご賛

同頂ければ大変嬉しく思います。 

 

2003 年 4 月、政治に必要とされる『地盤・看板・かばん』何もなく当選させて頂きま

した。これからも初心を忘れず、特定団体の代表でない、国民、県民全体の代表であり続

ける事にこだわりたいと思います。 

 

毎朝通勤電車に乗って会社に向かう無名の生活者から社会人生活をスタートした私だか

らこそ、しがらみのない政治を実現し、全ての県民の方々が日々の豊かさを感じられる社

会を実現出来ると確信しています。 

 

神奈川県議会議員 

滝田孝徳 
こう  とく 
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１．子育て・教育：子育ての経済負担軽減と全支援策の所得制限撤廃 

新型コロナの影響もあり少子化が危機的な状況にある。次世代を担う子どもたちの数は

社会の活力の源泉である。私は、「子育ては社会全体で応援するもの」と、考える。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、すべての県民に平等

に提供されるべきであり、所得制限は不要というのが、私の基本姿勢である。また、日本

の子育て・教育予算は先進国の中でも低位に留まっており、その倍増を目指すべきと考え

る。子育ての経済負担軽減と所得制限の撤廃に向けて、県政、ならびに県政を通じて国政

に働きかけを進めたい。 

 

２．生活：消費税の時限的な税率 5％への引き下げ 

生活必需品をはじめとするさまざまなモノやサービスの値段が上昇している。そこで、

対象を限定することなく物価を引き下げ、家計負担を軽減することを目的に、消費税の時

限的な税率 5％への引き下げを、県政を通じて国に働きかけていきたい。なお、時限的措

置の終了（税率の再引き上げ）の時期は、物価・経済及び家計負担の状況などを踏まえ、

総合的に判断することとしたい。 

 

３．雇用：非正規から正社員への転換 

 神奈川県で働く 500 万人超の「雇用者」のうち、男性では 1/4 弱が、また女性では 1/2

以上が非正規雇用労働者（派遣、有期雇用、パート、アルバイト）として働いている。ま

た、この他にもフリーランスや自営業として働かれている方々も一定数いらっしゃる。当

然ながら、非正規雇用で働かれる方々の待遇改善に向けて、正社員との間での同一労働同

一賃金の徹底、雇用保険の適用拡大などは進めていくべきだろう。これに加えて、非正規

雇用から正社員への転換に向けた取組み強化が必要だと考える。神奈川県でも、非正規雇

用労働者から正社員への転換を進める事業者への助成金付与など、希望する方々が正社員

として働ける環境の整備を、県政において訴えていきたい。 

 

４．年金：高齢者の生活を支える年金を守る 

政府は今後、年金給付を徐々に減らすことを計画している。令和 4 年度分の年金支給額

は、急速な円安や物価上昇が続く中でも、前年度比で 0.4％の減額となった。また、政府

は国民年金の納付期間を現行の 60 歳未満から 65 歳へ延長する案も検討している。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許されな

8 つの重点政策 
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い。県から国に対し、年金給付維持と高齢者の暮らし支援を働きかけていくべきである。 

 

５．防犯：安全・安心なまちづくりの実現 

安心に暮らせる街は、すべての人の願いである。しかし、県内では、年間におよそ

33,000 件の犯罪が発生する（令和 3 年認知件数）。川崎市に限ってもおよそ 5,600 件。

１日あたり 15 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 22,000 件（令和 3 年発生件数）。その中で 142 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の多さである。また、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。こうした状況に対して、警察力の増強や防犯カメラの設

置加速などを通じて、全ての方々の安心と安全を守りたい。 

 

６．医療・介護：健康で安心な一生を送れる医療・介護 

 高齢化が進む中で、医療や介護へのニーズが今後爆発的に増えることが予想されてい

る。特に、神奈川県は、全国対比で人口当たりの病院数・ベッド数が平均を大きく下回る

状況が続いており、病院数も 2000 年以降減少を続けている。また、単に医療供給を増や

せばよいという訳ではない。「健康寿命」といわれる元気に過ごせる期間をなるべく伸ば

し、本人も家族にとっても、より幸せな暮らしや人生を歩めるようにすることが、人間ら

しく生きるためには重要である。私は、医療供給の強化（オンライン診療の更なる活用）

はもちろんのこと、国民病といわれるがん対策の強化（がん検診の強化、がんセンターの

機能強化・新設など）、家族の負担も軽減する認知症や寝たきり予防の促進（40 代からの

認知症検診、寝たきり・介護を防ぐ運動促進など）などにより、誰もが健康で安心な一生

を送れる医療・介護体制の構築を実現したい。 

 

７．感染症対策：県民の命を守る保健・医療体制づくり 

 過去 3 年にわたって県民の生活に大きな影響をもたらした新型コロナは、感染法上の分

類に関し、従来の 2 類から季節性インフルエンザなどと同様の 5 類へ見直す方針が政府よ

り示されるなど、徐々にその出口が見えつつある（23 年 1 月末時点）。しかしながら、現

在も多くの県民の方々から新型コロナによって影響を受けているとの声を聞く。また、温

暖化やグローバル化の影響により、未知なるウィルスの発生や世界的な流行が、今後も一

定期間毎に発生するといった指摘も専門家よりなされている。 

こうした中、今一度、新型コロナで生じた課題を振り返り、未知なる感染症も見据え

て、県民の命を守る保健・医療体制づくりを進めるべきと考える。具体的には、保健所機

能は、人員の増員を含む抜本的な強化が必要であろう。また、県立病院をはじめとする公
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立・公的病院についても、これまで進められてきた統廃合を見直しすべきだ。新型コロナ

禍で活用が進んだオンライン診療に関しても、平時からの更なる活用を進めたい。 

 

８．県政：政令市に目を向けた県政を！ 

神奈川県は、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あ

る。政令市である川崎の皆さんは、実は、ほとんどの行政サービスを市から受けている。

例えば、県は、図書館や⽂化施設など住民が使うための施設を全部で 98 も設置されてい

るが、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

2%程度に過ぎない。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

ない。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

る。例えば、年間 1.2 兆円にのぼる県税。このうち実に 6 割強(62.7%＝7,397 億円）

は、３つの政令市の住民や企業が支払っている。その額は、川崎だけで 15.6%＝1,837 億

円（令和２年度）。「サービス 2%」・「負担は 15%」というアンバランスさである。川崎市

民とその代表は、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」でもある。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るし、そうしていかなければな

らない。そのうえで、多額の納税に見合った、「川崎市民に目を向けた県政」をさせていか

なければならない。私は、川崎市選出の県議会議員として、市民の皆さんを代表して、し

っかりとこの役割を果たしていきたいと思う。 
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第 1章 

 

 

 

子育て・教育 ～安心して子どもを産み育てられる社会の実現～ 

 

 

１．出産・子育への経済的不安の解消：出産子育て費用の実質無償化 

推進 

妊婦検診は、全ての妊婦が必ず受けなけ

ればいけないものであるにも関わらず、そ

の費用が全額補助されていない点は課題で

ある。そこで、妊婦検診費用の全額補助を

県政において提言したい。 

 現行の制度では、妊娠検査に対して妊娠

検査診査費用補助券が各市から配布され

る。例えば、川崎市であれば、補助券は

21,000 円券×1 回、8,000 円券×3 回、

6,000 円券×2 回、4,000 円券×8 回の計

14 回分が配布される。各回の検査で補助

券の額を上回る金額となった場合は、都度

自己負担が要求される。 

 そこで、妊婦検診費用の全額補助を行う

べきであると考えられる。病院に対して各

検査でかかった実費を都度申請してもら

い、その申請金額に応じて県が各医療機関

に対して費用補助を行う仕組みを提言す

る。この仕組みを導入すれば、医療費控除

とは異なり、検診の際に妊婦が費用を負担

する必要がなくなるという点でメリットが

ある。また、医療機関としても、ICT を用

いて申請の手間を省くことができれば、そ

こまで大きな負担にはならないと考える。 

（１）出産前の検査費用の無償化 

 

コロナの影響もあり、少子化が危機的な状況にある。県民の皆さんと話していても、

安心して生み育てられる環境づくりをしっかりと進めて欲しいとの声をたびたび頂く。

⽂部科学省が 2002 年に作成したパンフレットには、「『社会の宝』として子どもを育て

よう！」というスローガンが記載されている。この考えには私も同意だ。「子育ては社会

全体で応援するもの」と私は考える。このため、まず大前提として、全ての支援策に対

して、所得制限は撤廃したいと考える。そのうえで、県民の方々が「安心して子どもを

産み育てられる」よう、以下の政策を提言する。 

５つの基本姿勢と主要政策 
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次に、不妊治療における治療費の無償化

を県政において提言したい。不妊、すなわ

ち自然妊娠に至ることができないカップル

は実はそこまで珍しくはない。2015 年の

国立社会保障・人口問題研究所による調査

によると、不妊検査や治療を受けたことの

ある人は 18.2%となっている。 

国の制度改正もあり、2022 年 4 月から

は不妊治療の保険適用が拡大され、自己負

担 3 割で治療が受けられるようになった。

私は、医療機関への助成金を通じて、実質

的な負担の無償化を県政において進めてい

きたい。

さらに、子供が増えるほどに、経済的な

負担が軽くなる税制の導入に向けて、県政

を通じて国政に働きかけていきたい。具体

的には、所得税率を子供の人数に応じて引

き下げる制度の導入を目指したい。例え

ば、フランスでは、同じ所得の場合、子ど

もの数が多くなるほど所得税負担が緩和さ

れている。こうした制度も一因となり、合

計特殊出生率は 1.88（2018 年）と、他先

進国と比較して高水準となっている。日本

でも、同様の制度の導入を目指したい。 

 

また、児童手当についても、期間と金額

の大幅な増加を提言したい。具体的には、

月額 5 万円を高校卒業まで支給するなど、

大胆な増額と支給年齢の延長を提言する。 

現在、児童手当の支給額は以下のように

なっている。3 歳未満に対しては 1.5 万円

／月、小学校卒業までは 1 万円／月（3 人

目以降 1.5 万円）、中学校卒業までは 1 万

円／月となっている。また、従来から世帯

主の年収が 960 万円以上の世帯では、月額

5 千円に抑えられていたが、2022 年 10 月

からは、世帯主の年収が 1200 万円以上を

超える場合には、廃止されることとなっ

た。 

所得水準に関わらず、子育てに対する負

担が重いという声を多く聞く。県政におい

て、所得に関わらず、大幅な児童手当の増

額を提言したい。

 

（２）不妊治療費用の無償化 

 

（３）子供が多いほど、負担を軽くする：所得税減税 

 

（４）出産後：児童手当の大胆な増額 
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（出典：川崎市 HP） 

 

現在、神奈川県では医療費の助成制度に

所得制限が設けられていたり、所得制限額

以下であっても住民税の課税の有無によっ

て助成が左右される仕組みになっていたり

する点は大きな課題である。 

そこで、神奈川県においては、所得制限

なしに高校生まで全員の医療費を無料とす

ることを提言する。 

 現在の県内の医療費助成制度の現状は以

下の通りである。なお、所得制限額は扶養

親族の人数が 0 人である時の 540 万円を

基準額に、1 人増えるごとに 38 万円ずつ

を加算していく方式となっている。 

横須賀市や平塚市など一部の自治体では

中学生までの医療費助成で所得制限が撤廃

され、横浜市や川崎市においても制限撤廃

の方針が示された。 

この動きを推進し、県内全域で所得に左

右されない医療費の助成を実現したい。

 

（出典：神奈川県保険医協会）

（５）出産後：医療費の全額助成 
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２．教育への経済的不安の解消 

政府は、2010 年の 10 月から幼保教育

無償化をスタートさせたが、その制度内容

は依然として不十分なものに留まってい

る。 

 現状の無償化の範囲と金額は以下のよう

になっている。なお、預かり保育に関して

は、幼稚園保育料の無償化に加えて、認可

保育所における保育料の全国平均額と幼稚

園保育料無償化の上限額との差額を上限に

支払いが行われるということであり、この

点についても実質的に無償化される。 

満３歳児の預かり保育に限り対象外とな

っているため、満３歳児についても無償化

の対象とするよう提言する。 

０～２歳児クラスについても、横須賀市

は独自の施策で対象者の範囲が広げてお

り、３歳未満の児童の保育に対しても手厚

い保護を行いたい。 

 

（出典：川崎市資料） 

 

そこで、現在実費として徴収されている主

食費・副食費等について、保護者の実費負

担がかからないように提言する。現在、国

から主食費は 3000 円、副食費は 4500 円

という基準額が示されている。他にも、通

園送迎費やおむつ代などの実費負担がかか

ることが想定されている。そこで、給食費

（主食費＋副食費）については 7500 円分

を負担することで保護者の出費の必要性を

なくし、その他おむつ代などの都度実費に

関しては、一旦は保護者に負担をしてもら

うものの、実費を後日市町村に申請すれば

同額が返金される仕組みを提言する。 

（1）幼保無償化の完全化 
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（出典：川崎市資料） 

次に、義務教育に相当する小中学校につ

いて、現在実費負担となっている金額を支

給することを県政において提言したい。 

 現在、公立小・中については授業料及び

教科書代が無償となっている。その一方

で、公立小学校を例にとると、学校教育費

や学校給食費として年間 10 万円ほどの負

担となっている。 

他の自治体の目を向けると、子育て支援

が充実して言われる明石市では、中学の給

食費が所得制限なしで無償化を行い、子供

一人当たり年 16 万円の軽減につなげてい

る。県内でも中井町や箱根町では小・中学

校の給食費無償化を行っている。また、コ

ロナ禍や物価高騰を受け三浦市では半年間

学校給食が無償化されており、このような

取り組みを一過性のものとしないような働

きかけを行っていく。

また、塾などの習い事代の補助の導入を

県政において提言したい。これは、家庭の

所得水準に関わらず平等に学校外での教育

の機会が確保され、こどもたちひとりひと

りの可能性を伸ばせるよう、塾などの習い

事代の補助を目指すものだ。実際に大阪市

では、一定の所得要件を設け、市内在住中

学生の約 5 割を対象として学習塾や家庭教

師、⽂化・スポーツ教室など（オンライン

学習塾などを含みます）の学校外教育にか

かる費用の月額 1 万円を上限に助成してい

る。こうした他自治体の例も参考に、県政

において、導入を訴えていきたい。

 

（２）学校給食費・学校教育費の無償化（義務教育の無償化） 

 

（３）塾代等クーポンの導入 
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また、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と考え

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（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。

 

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、支給漏れがないよう、補助の内容

や対象範囲などを周知する必要がある。 

（５）東京都内私立高通学者への学費補助実現 

 

（６）教育費控除 

 

（４）小中学校ごとの無料学習塾開設  
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子育て世代における教育費の負担が重く

なっている。我が国は国際的に教育費に占

める家計負担の割合が大きく、特に就学前

教育及び高等教育段階が顕著になってい

る。そのため子育て不安要因として「経済

的負担の増加」が他を引き離して一番大き

く、教育費負担から安心な子育てができな

い現状が生じている。 

そこで、教育費控除のシステムを提案し

たい。具体的には学費や塾代といった教育

費が年間で一定額を超えた場合に課税所得

額から控除するというものだ。 

10 万円を超えるとき、上限 200 万円ま

でが課税所得額から控除を行う医療費控除

を応用したシステムを構築することで、子

育て世代が安心して子供に高等教育を受け

られる環境を整えたい。 

 

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。 

県民からは、以前から「公立校に行きた

い」という声が強い。 

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

としている。 

私は、公立高校の定数拡大を推し進めて

いくべきであると考えている。 

「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。 

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。 

実際に茨城県では 2019 年度から 5 つの

高校で医学コースを導入し、外部講師や O 

B・O G と連携したサポートを行なってい

る。 

（１）公立学校の定員拡大 

 

（２）県立学校への医学コース設置 
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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

次世代のリーダー養成校とするすることも

考えられる。 

 

 

４．子どもの育成の担い手を守る 

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。 

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。 

その際に重要となるのが、保育士の確保

である。現場の声を聞くと、負担の大きさ

に比して、保育士の待遇が低く、人材の確

保が困難になりつつあると聞く。保育士の

給与水準の現行から大幅な引き上げ(例え

ば、月額 5 万円程度の増額)を目指してい

きたい。

学校教員に対して適切な給料を支払い、過

労となっている教員の勤務環境の改善を県

政において提言したい。 

 近年、小学校教員の勤務環境の過酷さが

（３）川崎市内に県立中高一貫校を設置 

 

（1）保育士の待遇改善を進める 

 

（２）小中高教員の待遇改善 
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報道などで明らかになっている。そのた

め、神奈川県においては、業務アシスタン

トやスクールカウンセラー・スクールソー

シャルワーカーなどの人員配置を拡充させ

ている。しかし、県として取り組むことが

できるのは、あくまでも県立学校（主に高

校が中心）であり、各市町村が管轄してい

る学校も含めて、県として包括的な取組み

を推し進めていくことを提言したい。 

 例えば、横浜市を例にとると、業務の外

部委託について、依然として進捗が芳しく

ない実態が明らかになっている。一方で、

こうした教員以外でも可能な業務について

サポートする「業務アシスタント」の配置

については、県立校においては全て配置さ

れており、配置や業務の切り分けに関する

ノウハウについても蓄積されていると思わ

れる。そのため、県の教育委員会が中心と

なって各市町村の教育委員会を支援し、教

員の業務負担軽減策について提言をするな

ど、県全体として更なる勤務環境の改善に

努めていきたい。 

具体的には、登下校に関する対応、放課

後から夜間の見回り、地域ボランティアと

の連絡調整、給食費など学校徴収金の徴

収・管理の４つの業務について、県内各学

校の外部委託の状況を数値として明示し、

外部委託率 100%を目指すとともに、横浜

市でのプール清掃業務のように、その他切

り分け可能な業務についても、今後一層検

討を行い拡大していくことを検討したい。 

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。待遇改善のため、国に対

して時代に合わせた支給率引き上げを要求

したい。 

次に臨時的任用職員及び非常勤講師の登

録制度を活用・改良し、教員 OBOG を積

極的に登用することを提言したい。教員の

経験者であれば、学校教員特有の悩みに関

する相談に乗ることも可能である。

５．財源の確保 

当然ながら、これだけの支援を行えば、

財源確保について多くの方々が懸念を持つ

であろう。私は、「こども未来国債」の発

行を、県政を通じ国政に提言したい。 

「こども未来国債」は、100 年など超長

期の国債として設計し、調達した資金は全

て子育て・教育関連政策にのみ用いるもの

である。出産・子育て支援策が成功すれ

ば、長期的には人口も増加し、それにあわ

せて、税収も増加していく。この資金を、

「こども未来国債」の償還に充てていく。 

日本では前例のない制度だが、金利水準が

歴史的な低位で推移する足下の状況におい

て、十分に検討に値すると考えている。 

（1）「こども未来国債」の導入 
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第 2章 

 

 

 

雇用・税制 ～頑張った人が公平に報われ、豊かになれる社会の実現～ 

 

 

１.頑張った人が正しく報われ、守られる雇用制度の実現 

「頑張って働いている人が報われ、豊かになれる社会の実現」に向けて、「どのような働

き方にあっても等しく扱われ、守られる雇用制度」が重要と考える。 

神奈川県で働く 500 万人超の「雇用者」のうち、男性では 1/4 弱が、また女性では 1/2

以上が非正規雇用労働者（派遣、有期雇用、パート、アルバイト）として働いている。ま

神奈川県では、500 万人を超える「雇用者」、つまり企業などに雇われた方が働いて

いる。こういった方々が、「公平に報われ、豊かになれる社会」を実現していくことが重

要だと考えている。一方で、社会状況が大きく変わっている中で、現状の制度がそれに

しっかりと対応し切れているとはいえない状況にあると考えている。 

これまでの社会保障制度は、いわゆる日本型雇用モデル（新卒一括採用・正社員・終

身雇用・年功序列・専業主婦）を前提に、それを少しずつ時代の要請にあわせて変える

ことで対応しようとしてきた。例えば、派遣労働者の対象範囲拡大などは、その例のひ

とつといえよう。 

しかしながら、これでは、大きく変わる社会状況に十分に対応することは難しい。例

えば、日本型雇用モデルの外側に置かれた方々（就職氷河期世代のうち非正規雇用の

方々、派遣・フリーランス、副業、起業人材など）が公平な処遇や十分な保障を受けら

れているとはいえない。 

また、「人生 100 年時代」といわれる一方で、コロナ禍で明らかになったとおり、デ

ジタル化などにより「産業の新陳代謝」が激しい中においては、働く場所や働き方が変

わる前提で、生涯にわたる学び直しと、それに対する支援が重要となる。 

加えて、実質賃金の低下や、格差の問題も深刻になりつつある。日本では 1996 年以

降、実質賃金は減り続け、少子高齢化に伴う社会保障費の負担も増し続けている。一方

で、欧米ほどではないまでも、資産を持つ人々と、そうではない方々との格差も大きく

なりつつある。 

「そんなに無駄遣いもしていないし、頑張っているのに、全然豊かになれない」。それ

が多くの働かれる県民の方々の本音ではないだろうか。こういった状況を踏まえ、「どの

ような環境に置かれても、頑張った人が公平に報われ、豊かになれる社会の実現」を目

指したい。 
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た、この他にもフリーランスや自営業として働かれている方々も一定数いらっしゃる。 

当然に「正社員」の方々が正しく報われ、守られることは重要であるが、こういった「非

正規雇用」の方々も、少なくとも「正社員」と同様の扱いを受けられるべきであろう。そ

の観点から、以下の通り提言したい。 

 

（出典：神奈川県労働力調査結果報告（2021 年平均）） 

まず、同一労働同一賃金の徹底を通じ

た、正社員と非正規雇用労働者間での賃金

格差の解消を提言したい。そのために、違

法な労働環境の調査と違反者の起訴を義務

付けた労働検査官(仮称)の導入を、県や国

に対して訴えかけていきたい。 

現行法制下でも「同一労働同一賃金」の

徹底が義務付けられている。しかしなが

ら、現状の制度には課題も多い。 

まず 1 点目は、行政側のリソース（人

員）不足に関して。日本では、違法労働を

取り締まる組織として、労働基準監督官が

設置され、県内事業所の労働状況を監督し

ている。しかしながら、日本における「雇

用者 1 万人当たりの監督官の数」は 0.62

人(2017 年)と、米国には上回っているも

のの、欧州各国と比較すると低位に留まっ

ている。

 

 

（出典：厚生労働省作成資料） 

（１）同一賃金同一労働の徹底 
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更に、神奈川県の現状として、監督官 1

人当たりの労働者数が全国で最も多く（す

なわち、監督官 1 人当たりが見なければな

らない労働者が全国で最も多い）、特に労

働基準監督行政の強化が急務であると言え

る。 

 

 

（出典：労働基準監督年報（2011 年）、及び国勢調査(2015 年)より作成） 

 

2 点目として、違法な労働環境の調査と

違反者の起訴を義務付けられた省庁がない

ことが挙げられる。日本では、被害者は自

分で訴訟を起こし、費用を負担する必要が

あるため、違法な労働環境を告発すること

が難しい。 

以上の状況を踏まえ、県内の労働基準監

督官数の引き上げに加えて、違法な動労環

境の調査と違反者の起訴を義務付けた労働

検査官(仮称)の導入を県や国に働きかけて

いきたい。 

非正規労働者やフリーランス、自営業者

など、多様な働き方をする方々がより安心

して働けるように、育休・産休制度や雇用

保険・労災保険の拡充を提言したい。 

例えば、雇用保険については、パート、

アルバイト、有期契約労働者、派遣労働者

といった非正規社員の方々も加入できる

が、加入のためには週 20 時間以上働くこ

と、31 日以上雇用されること、という 2

つの条件を満たす必要である。有期契約労

働者、フリーランスや自営業の方々も、よ

り広く雇用保険に加入出来るよう、県議会

から意見書を出すなどし、国に対して加入

要件の緩和を訴えていきたい。 

また、育休産休制度に関しても、非正規

雇用労働者に関しては「子が 1 歳に達する

日を超えて引き続き雇用されることが見込

まれる」場合にのみ、育児休業を取ること

ができることとされている。この点、より

多くの方々が育休を取得出来るよう、公的

な保障の強化も含め、県から国に対して働

きかけをするよう求めていきたい。 

（２）多様な働き方をする人（正規雇用労働者以外）への保護・保険拡大 

 



 

 20 

  

次に、県独自のキャリアアップ助成金の

整備を通じた、非正規雇用から正社員への

転換時の助成を提言したい。 

非正規雇用の方々の待遇改善は当然に進

めるべきものと考える。一方で、希望する

非正規雇用の方々が正社員へと転換出来る

ようにすることも、キャリアの選択肢を広

げる上で非常に重要と考える。 

現在、国でも、非正規雇用労働者の企業

内でのキャリアアップを促進するため、正

社員化や処遇改善の取組を実施した事業主

に助成金の支給を行っている。 

これに追加する形で、県独自のキャリア

アップ助成金を整備したい。実際に東京都

の場合、正規雇用転換促進助成制度という

制度があり、有期から正社員化すると一人

当たり中小企業の場合 50 万円が支給され

る。神奈川県においても、非正規雇用労働

者から正社員への転換を進める事業者に助

成金を付与し、より多くの希望する方々が

正社員として働ける環境の整備を、県政に

おいて訴えていきたい。 

 

２.一生涯、いつでもチャレンジ出来る労働市場政策の推進 

「全ての県民の方々が、年齢に関係なく「学び直し」が出来き、そこで学んだ内容を活

かして新しい仕事や活動を始められる」。こういった生き方を実現することが重要と考え

る。 

なぜ今になって「学び直し」が重要なのか。その背景には、冒頭でも簡単に触れた通

り、「人生 100 年時代」と「加速する産業の新陳代謝」の 2 つの要因が大きく影響する。 

個人の人生はより長くなる一方で、一つの職場で、また特定のスキルに依存して一生働き

続けることは難しくなっていく。こういった社会の変化に対応していく上で、「学び直し」

への支援は必要不可欠なものと考える。 

 

◯全ての県民にとって利用可能な「学び直し」へ 

まず、大人になってからもお金の心配な

く学び直しをすることができる環境を整備

するため、成人が資格取得・大学等の教育

機関で学ぶ際に使用可能なクーポン券（バ

ウチャー）の配布を提言したい。 

学び直しを支援する国の制度として、教

育訓練給付制度というものが存在する。民

間が行う教育訓練の中で国の指定を受けた

ものについては、修了した際に受講費用の

一部が支給される制度である。 

しかしながら、この制度には無視できな

い問題点もある。1 点目に、受講費用の支

払いが後払いであることだ。講座の種類に

よっては入学費用だけで数十万円、年間の

（３）非正規雇用から正社員へ転換した場合への助成 

 

 

（１）県独自の成人向け教育バウチャー制度の導入 
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受講料も含めると百万円を超えるものもあ

る。貯金があまりない人には利用が困難な

制度になってしまっていると言える。 

2 点目に、雇用保険の未加入者が制度の

対象外となっていることだ。前出のとおり

パート、アルバイト、有期契約労働者、派

遣労働者の中でも労働時間や雇用期間の短

い方々や、フリーライン、自営業の方々

は、雇用保険に加入することが出来ず、学

び直しのために給付を受けることもできな

い。 

3 点目に、講座によっては補助率・補助

金額が低位に留まることだ。例えば、保育

士資格取得に向けた講座を受講する場合、

受講料の 7 割、最大 56 万円の補助を受け

ることができるが、他の資格を取得するた

めの講座の場合は 2 割、最大 10 万円の補

助しか受けられない場合もある。 

そこで、貯蓄がなくても、学び直しのた

めに頑張る人を応援するため、県が認定し

た講座を受講するために使用可能なクーポ

ン券（バウチャー）の配布を県政において

提言していきたい。バウチャーの配布を通

じて、例えば、デジタル化に対応した人材

育（プログラマー、エンジニアなど）を進

めていきたい。 

また、今後更なる需要が見込まれるデジ

タル人材を育成するため、上記のバウチャ

ーに加えて、既存の取り組みを強化すると

ともに、デジタル関連スキルを身につける

ための長期プログラムを、オンライン形式

で新設する。 

現在デジタル人材の育成に貢献している

と考えられる県の取り組みに、「スキルア

ップセミナー」というものがある。これは

現在働いている人向けに、県立の職業技術

校などでスキルアップのための講座を開く

取り組みである。 

県としてこのような取り組みを行ってい

ることは評価すべきではあるが、全体に製

造業向けや、介護・福祉向けの講座が多

く、デジタル人材の育成に向けては、まだ

まだ十分とはいえない。また、特に、対面

形式での開催が中心であり、コロナ禍にも

十分にも対応出来ているとはいえない。 

こういったプログラムに関して、よりデ

ジタル人材の育成に力点を置いたものとす

ることに加えて、前出のバウチャー配付に

関ししても、特にデジタル関連講座は厚く

するなどの施策を、県政において提言して

いきたい。 

 

◯副業・兼業の推進 

コロナ禍を経てテレワークなどが広がったことにより、これまで以上に副業が注目を集

めている。しかし、副業を望む人の割合は年々増えているものの、実際に副業を行ってい

る人の割合はほぼ伸びておらず、希望者の４割程度しか実際に行えていないともいわれ

る。この状況は、今後ますます働き手が減少し、個人の能力を最大限に発揮することが求

（２）デジタル人材などの社会ニーズに合った職業訓練の拡大・強化 
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められる日本社会において、非常に勿体ない状況といえる。副業をする意欲と能力のある

人には積極的に取り組んでもらうことが、本人の多様な働き方の選択や経験・スキルの蓄

積にも、また、社会にとっても非常に重要である。副業や兼業の促進に向けて、以下の施

策を提言したい。 

 

県内企業を対象とした副業禁止規定の原

則廃止を宣言する条例の制定を、県政にお

いて提言したい。具体的には、就業規則内

の副業禁止規定を撤廃することを努力義務

として定めた条例を制定し、新しいチャン

ジを応援する社会を作ることを目指す。 

現在、副業・兼業を認めている企業は、

25.8%しか存在せず、必ずしも多くはな

い。しかし、しっかりと過重労働にならな

いように気を付けていれば、本業との相乗

効果も発揮でき、個人にとっても会社にと

っても非常に魅力的な打ち手となり得る。 

そのため、県内各企業に副業・兼業の導

入を努力義務とする条例を制定すること

で、その取県政において加速させていきた

いと考えている。なお、当然に、競合他社

での副業・兼業は規制をかけるなど、情報

流出リスクなど雇用元への配慮は十分に留

意することは大前提である点、付言してお

く。

また、副業をより促すために、副業によ

る所得を一定金額まで非課税とすること

を、県政を通じて国政において提言した

い。具体的には、現在 20 万円となってい

る非課税額（給与所得以外の副収入のうち

非課税となるもの）を、例えば、100 万円

程度まで増額する。 

現在副業をしている人の、副業による平

均月収は約 6 万円、つまり年収約 75 万円

ほどである。しかし、副業収入として希望

する金額の平均を取ると、月収約 7.2 万円

であり、従って年収に直すと約 90 万円で

ある。そこで、非課税額を現状の 20 万円

より 100 万円に引き上げることで、平均的

な副業人材にとっては、所得増に伴う追加

の課税負担を気にすることなく副業ができ

るようになる。 

こういった取組みを通じて、副業の促進

に向けた先進モデルを神奈川県として確立

し、全国的に広めていきたいと考えてい

る。 

（１）副業促進条例の制定 

 

 

 

 

 

 

（２）副業による所得を一定非課税に 

 

 

 

 

 

 

（３）公務員の副業促進 
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県職員向けにも、一部解禁されてはいる

ものの利用が進んでいない副業に関し、更

なる普及に向けた提言を県政において進め

たい。 

地方公務員の副業・兼業は、地方公務員

法という法律によって制限されている。し

かし、これまでどの自治体もその許可の基

準を明確化してこなかった為、法律上は副

業・兼業が禁止されているわけではなく、

あくまでも制限されているだけであるにも

関わらず、実質的に禁止されているのと同

じ状況となっていたのだ。 

そこで、県職員の意識を変え、より地域

にとって効果的な政策を打てるようにする

ために、職員には最低でも１年を超える副

業を１回は経験してもらってはどうか。ま

た、例えば、この副業（又は、後述の民間

出向）を経験していない場合には、管理職

には昇進できないという条件も付けること

ができれば、この制度もより浸透していく

のではないだろうか。 

当然ながら、職務権限を有する業界や企

業での副業や、特に公共性の高い職種

（例：警察官）の副業に関しては、制限を

課したい。 

 

 

県職員が多様な経験やスキルを身に付け

るとの観点から、職員の民間出向を促進す

るとともに、民間からの中途採用数の引き

上げを県政において提言する。 

民間人材の更なる積極的な採用を進める

とともに、職員の民間出向の推進を提言し

たい。特に、民間出向に関しては、将来的

には、（上述の副業とあわせ）管理職への

昇進条件とすることで、制度の浸透を図る

ことも一案と考える。これからの時代、一

つの組織にずっといることが当たり前でな

く、自分の能力の向上を常に考え続けるこ

とが求められる時代である。こうした時代

の流れは、民間企業だけではなく、自治体

職員にとっても見過ごすことのできないも

のであり、積極的にその流れに乗っていく

ことが必要である。是非、神奈川県がその

流れを先陣切って作り出していけるよう、

県政において積極的に働きかけていきた

い。 

 

３.納得感のある税制度の導入 

 全ての人々にとって「納得感のある税制度」も非常に重要だと考えている。「稼ぎに応じ

た負担」がしっかりと確立されることは、「公平に報われる社会」の根幹を成すものである

と考える。しかしながら、現状の税制度は、必ずしも、公平性が担保されているとは言え

ない側面がある。私は、県政を通じて以下の政策の実現を国に求めることによって、神奈

川県はもちろん日本全体が「誰もが頑張ったら報われる社会」へと変わることを目指した

い。 

 

（４）研修派遣制度の強化・発展 
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金融所得の分離課税を廃止し、労働所

得・金融所得の課税を一本化することを国

に提言する。 

「労働所得」には、皆さんが会社から受

け取る「給与所得」などが主に含まれる。

これに対して、「金融所得」には、企業か

らの配当、株式の売買益など、いわゆる金

融資産から生じる所得が含まれる。 

「労働所得」に関しては、累進課税（稼

ぐほど税率が上がる、より稼いだ人がより

大きな負担率となる）とさる。これに対し

て、「金融所得」には一律 20％が課税され

ることとなる。 

結果として、たくさん働いて「労働所

得」を得た人よりも、同額の「金融所得」

を得た人の方が税率の低い場合が生じる。 

問題なのは、富裕層ほど多くの金融所得を

得ているということだ。そのため、ある程

度の所得までは「より稼いだ人はより重い

負担」が成り立つが、概ね 1 億円を超える

と「より稼いだ人はより軽い負担」となっ

てしまう。これを「1 億円の壁」問題と呼

ぶ。 

これがなぜ起こるかといえば、「労働所

得」と「金融所得」を別々に課税するから

である。 

そこで私は、この金融所得の分離課税を

廃止し、金融所得も労働所得などとまとめ

て税率を計算することで、「1 億円の壁」を

無くすべきだと考える。

さらに、パートなどで働かれる主婦・夫

の方々が、希望すればより長く働けるよ

う、配偶者控除を受けるための所得要件を

緩和し、現行では 150 万円程度とされてい

るものを、年収 200 万円程度まで引き上げ

たいと考えている。 

なお、従来は、「年収 103 万円の壁」と

いわれてきたが、2018 年以降、実質的

に、この壁は「年収 150 万円以下」まで引

き上げられている。 

私はこれまで度々、一定年収以下の人が

税・社会保険料負担を軽減される制度につ

いて、その年収基準を引き上げることで、

より多くの人の税・社会保険料負担を軽減

すべきだと主張してきた。この結果とし

て、上記のとおり、配偶者控除の上限が

150 万円まで引き上げられたことは一定評

価出来よう。 

しかしながら、本来はより多くの時間働

きたいと考えているにもかかわらず、この

年収要件を意識して、意図的に労働時間を

抑制している人が未だに多く存在する。引

き続き配偶者控除の年収要件緩和を呼びか

けていくことで、年収 200 万円程度までは

満額で控除を受けられるよう、国に働きか

けていきたい。 

 

（１）労働所得課税と金融所得課税の一本化 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）配偶者控除を受けられる年収要件の緩和 
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４．若者がより豊かになる税制 

また、若者世代向けの所得税引き下げの

国に対する提言などを通じて、若者世代が

より豊かになり、積極的に消費を行いたい

と思える環境整備を進めたい。 

 徐々に薄れつつあるが、年功序列型の賃

金体系が残っている日本においては、20-

30 代の一般的に消費意欲が高い若者世代

の収入が低く抑えられがちである。こうい

った世代がより消費したいと思えるよう、

所得減税に取組んでいきたい。 

 加えて、昨今では、学生時代から有償の

インターンなどを通じて、扶養控除の要件

となる 103 万円を超えて、稼ぐことの出来

る学生も増えつつあると聞く。こういった

学生に向けて、扶養控除の年収要件を例え

ば 200 万円程度まで引き上げることで、働

く意欲の高い若者を税制面から出来るよ

う、国に働きかけていきたい。

 

５．シニア人材の雇用促進 

働くことを望む高齢者に対して雇用提供

を行うことを提案したい。 

労働人口が減少を続ける中、企業もこれ

まで以上に高齢者の雇用に関する社会的な

要請に応えていくことが必要になる。高齢

者の再雇用で労働人口が増加することで、

若者世代の負担軽減も期待される。 

そのため、独自の助成金などを通じて再

雇用の促進を進めていきたい。高齢者の雇

用は健康や意欲・能力の面で個人差がある

ため、十分な施行時期と議論を行うことで

柔軟な運用ができるよう働きかけたい。 

  

（１）若者世代向けの所得税等の引き下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）働きたい高齢者の再雇用 
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第 3章  

 

医療・介護 ～病気の「予防・早期発見」を推進し、家族や本人にも優

しい「介護」と生活の質を高める「医療」の実現～ 

 

１．日本最高水準のガン治療を最速で受けられる神奈川県の実現 

神奈川県のガン検診受診率は、肺がん検診（男性）以外は 30~40%台に留まっているの

が現状であり（令和元年時点）、目標とする検診率 50%に到達するにはまだまだ十分とは

言えない。しかし、神奈川県の死亡原因の第 1 位は、ガンである。しかも、ガンが検診に

より早期で発見できた場合には、５年後の生存率が検診以外でガンが発見された場合（検

診よりもガンの発見が遅れた場合）に比べて 1.5 倍程度になるという結果も出ている。私

は、以下政策の実現を通じて、日本の中でも最高水準のガン治療を最速で受けられる神奈

川県を実現したい。 

（出典：神奈川県 HP） 

 

 ① 若者世代(30-40 代)への遺伝子検査の補助強化  

ガンの早期からの予防を目指し、30-40 代を中心とした若者世代への遺伝子検査に

（１）ガンの予防・早期発見に向けた支援強化 

 

 

 

 

 神奈川県は、全国対比で人口当たりの病院数・ベッド数が平均を大きく下回る状況が

続いており、病院数も 2000 年以降減少を続けている。一方、2025 年には 75 歳以上の

人口が 2010 年比で 1.87 倍となるなど、高齢化に伴って爆発的にニーズが増加する医

療・介護への対策は急務である。 

しかしながら、単に医療供給を増やせばよいという単純な問題ではない。単に生きるだ

けではなく、「健康寿命」といわれる元気に過ごせる期間をなるべく伸ばし、本人も家族

にとっても、より幸せな暮らしや人生を歩めるようにすることが重要である。 

この観点から、病気の「予防・早期発見」を促進し、家族や本人にも優しい「介護」と

生活の質を高める「医療」の実現を目指したい。 
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対する費用補助を県政において提言する。

具体的には、自宅での唾液検査や医療機関

での血液検査による遺伝子検査向けの補助

を行うものである。 

現状、こうした検査には、前者の場合 2

万円前後、後者の場合には 10～20 万円ほ

どの費用を要するが、これらに対して補助

を行うことで、若い方々が気軽に検査出

来、自身のガンのリスクを明らかにするこ

とで、生活習慣の改善などに繋げ易くなる

と考えている。

 

② ガン検診率の向上 

また、ガンの早期発見に向けて、ガン検

診受診率向上のための仕組みの構築と検診

費用の補助を県政において提言する。具体

的には、ガン検診を特定検診と一緒に受け

られるようにし、その際の費用を一部補助

する。 

特定検診とは、メタボ検診等とも呼ば

れ、40 歳～74 歳の人を対象に、メタボリ

ックシンドロームに着目する形で、生活習

慣病予防のための保健指導を必要とする人

を抽出するために行われるものである。今

は、年 1 回、各家庭に送られる特定検診の

案内にあわせてガン検診の案内も送付する

ことで、検診率の向上を図りたいと考えて

いる。 

なお、実際に、この方法を取り入れた他

の自治体においては、ガン検診を特定検診

とセットで申し込む人が以前の 1.5 倍に増

えたというデータもある。

 

③ 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、令和 5 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、

前出のとおり令和元年現在、肺がん検診

（男性）以外は、全ての検診で受診率が

30～40%台に留まっており、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、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。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。 
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① 県立がんセンターの機能強化を含むガン治療体制の強化 

県内のガン治療の水準をさらに向上させ

ることのできる施策を県政において提言し

たい。具体的には、県立がんセンターの増

設と最新のロボット導入による機能強化を

提言する。 

 そこで、神奈川県が日本の中でもガン治

療をリードしていく県となるために、現在

横浜市にしかない県立がんセンターを、川

崎市にも設置し、県内の他地域の患者にと

って使いやすい医療提供体制を構築する。 

 また、ガン治療の更なる技術向上は、手

術ロボットの活用によっても実現可能であ

る。手術支援ロボットとして、最も有名な

ものが、ダヴィンチ（da Vinci）だ。執刀

医は、患者の身体ではなく、高倍率の 3D 

HD 画像で再現された手術部位の映像を見

ながら執刀をすることになる。更に、その

際には、メスを握るのではなく、ロボット

アームのコントローラーを握ることで手術

を行うのだ。なお、他にも初の国産手術支

援ロボットである hinotori（ヒノトリ）と

いうロボットも登場しており、今後の更な

る普及に期待がかかっている。 

 では、ロボット手術は従来の手術に比べ

てどこが優れているのだろうか。まず、手

術する側から見てみる。ロボット手術で

は、医師は座ったままアームを操作するこ

とで手術が可能になり、更にアームには手

ぶれ防止機能が付いているので、人間の手

よりも細かい作業をブレることなく正確に

行うことができる。次に、患者の側から見

たらどうだろうか。従来の開腹手術とは異

なり、ダヴィンチでは、ロボットアームが

体内に入るための穴を複数開ければ手術が

可能になる。つまり、切開する面積が少な

いので、患者の身体への負担や出血量、術

後の痛みを大幅に軽減することができる。

更に、小さな穴しか空いていないので、そ

こから細菌が侵入して術後合併症を引き起

こすリスクが低くて済む。 

 また、手術支援ロボットは、遠隔医療で

の活用も今後見込まれる。現在、日本各地

で整備が進む５G の導入によって、更なる

高速・大容量の通信が可能となると、手術

支援ロボットがあれば、全国の名医の手術

がロボットを通じて遠隔で受けられるよう

になる。これは、治療を待ち望んでいる患

者の方々にとっても非常に喜ばれるかと思

われる。新たながんセンターの整備を通じ

て、手術支援ロボットの更なる導入や活用

の促進を提言していく。

 

② 川崎がんセンター（仮称）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。 

そのため、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

（２）最先端のガン治療体制の整備 
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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。 

 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

最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。 

 現行の二次医療圏の制約もあり、簡単に

新設とはいかないが、国家戦略特区などの

制度の活用も見据えつつ、県政を通じた国

への働きかけを進めていきたい。 

 

③ 新薬投与の治験

希望される患者の方々が新薬の治験を優

先的に受けられる仕組みの整備を、県政を

通じて国政に働きかけを行いたい。具体的

には、治験の周知と、患者申出療養制度の

保険対象範囲の拡充である。 

ガン治療の技術は、日々着実に進化して

いる。ガンを治すためには、手術などの

「外科療法」、放射線でガン細胞を破壊す

る「放射線療法」、抗がん剤を投与する

「化学療法」が 3 大療法といわれてきた。 

 上に挙げた３つの治療法の内、化学療法

は主に治療薬を用いてガンの根治を目指す

ものだ。しかし、化学療法においては、各

医薬品に使うことを許されている病気（適

応という）が厳密に決められており、悪性

腫瘍の場合も、1 つの抗がん剤に対する適

応がん種が細かく決められている。したが

って、あるガン種に対して効くことが期待

される抗がん剤でも、適応外のガン種には

使うことができない。 

 そこで、使用できる領域を広げる為に、

現在県立がんセンターを中心に、治験が行

われている。この治験に関して周知を徹底

したい。 

また、未承認薬の使用に関しては、患者

申出療養制度が存在する。患者の申出を起

点にし、主治医と相談の上で安全性に関し

て国の承認を得て行われる治療法であり、

患者自身のその病気を治そうという強い想

いを後押しする制度である。しかし、これ
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までで認可されなかった申出のうち、３分

の１ほどは、患者が費用を負担できないこ

とや、当該施設で適切な医療提供体制が構

築できないことに起因するものである。そ

こで、遠隔地の設備の整った医療機関に転

院することや、未承認薬自体の費用の一部

を保険によって賄うことで、安全性という

理由以外で治療を断念する患者が出てこな

いようにすることを目指す。 

 

④ 県立がんセンターに名医を集めよう！ 

 がん治療には、拠点の整備や新薬に加え

て、高い技術を持った医師が不可欠だ。私

は、県立がんセンターに、こうした名医の

方々を招聘し、更なる機能強化を図ってい

きたいと考えている。 

一方で、こうした名医に対する需要は高

く、全国的、更には、世界的にも獲得競争

が進んでいるとも聞く。私は、神奈川県と

して、がんセンターに対する必要な予算を

確保したうえで、こうした名医に対して、

その技術に見合う待遇を保証することが重

要だと考えている。ひとりでも多くのがん

患者の方々が最も進んだ治療を受けられる

ように、県政で働きかけていきたい。 

 

２．予防・早期発見：予防・早期発見を通じた健康寿命引き上げ 

 元気に長生きするために、そもそも病気にならないこと、また、病気になったとしても

早期に発見され適切な医療を受けられることが非常に重要である。最近では、平均寿命の

上昇に伴い、現代病である生活習慣病や認知症などにより、健康寿命と実際の寿命とのギ

ャップが広がることで、医療・介護費用の現役世代の負担増といったことも指摘されてい

る。本人、家族、社会にとっても、病気の予防・早期発見による健康寿命の引き上げが非

常に重要である。実際に、神奈川県においても、「未病」という概念を導入し、健康寿命を

伸ばすこと注目した様々な施策が行われている。我が会派としては、そうした取り組みを

更に推し進めていくだけではなく、現時点ではまだまだ不十分な対策しか行われていない

領域についても、丁寧な支援を行っていきたいと考えている。 

 

① 肥満治療への保険適用要件引き下げ 

肥満やダイエットに向けた治療に際して

受けられる保険適用の要件引き下げを、県

政を通じて国政に働きかけを行いたい。 

 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活

習慣病の最大の要因として、肥満があげら

れる。 

現状、医療機関での肥満治療には、保険

適用でおおよそ月に 5000 円前後、別途薬

が処方される場合には、追加で数千円が必

要になる。保険適用がされない場合には、

月 2～3 万円の負担になる。 

肥満は、多少太っているだけでは日常生

(１) 生活習慣病対策 
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活に直接の悪影響を及ぼすものでもなく、

生活習慣病の進行も、大体が自覚症状のな

い場合が多くなっている。そのため、特定

検診でメタボと診断されても、なかなかそ

こから医師の診察を受けるというインセン

ティブは起きにくいのだが、それが静かに

深刻な病へ繋がる第一歩となってしまうの

である。 

そこで、月数万円の負担が保険適応にな

って月数千円の負担に軽減されれば、専門

的な治療を受けようとする人も増えると思

われる。

 

加えて、認知症や寝たきりも、本人やご家族にとって非常に大きな負担になっている。

早期の予防・対策に向けて以下の施策を進めていく。 

 

① 40 代からの認知症検診推進

40 代から認知症の検診をしっかりと受

けてもらうように、財政支援と特定検診と

のセットで受けられるようにすることを、

県政において提言する。 

認知症で最も多いアルツハイマー型は、

アミロイドβと呼ばれるたんぱく質の一種

が、脳へ蓄積することを通じて発症する病

気であることが分かっている。このアミロ

イドβの蓄積による生涯の兆候は、早い方

では 40 代からみられる。尤も、認知症の

主な症状として物忘れ（健忘）というもの

があるが、医学的には、こういった初期段

階から必要な対策や治療を進めると、ほと

んどのケースで認知症の進展を遅らせるこ

とが可能であることが分かっている。そこ

で、他の自治体でもあまり行われていな

い、40 代という早い段階からの検査が非

常に重要になってくるのである。 

自治体では 40 代からの目立った取り組

みはないが、認知症リスクの低減を行う会

社と連携した、啓蒙活動や定期的な測定を

行うことで、予防に関する理解を促進して

いきたい。 

また、40 代などの早期からの認知症検

診の促進に向けて、財政支援はもちろんの

こと、特定検診の中に組み込むことで認知

症検診の受診者を増やしていくという施策

を、県政において提案したいと考えてい

る。 

 

② 寝たきり・介護を防ぐ運動の促進

最新の医学的知見を活かして、普通のス

トレッチから一歩進んだ健康維持方法を導

入することを、県政において提言したい。  

具体的には、メディカルフィットネス、

コンディショニング、ユマニチュードとい

う３つの取組を行い、医学的な根拠に基づ

いた運動を取り入れるものである。古くか

ら、運動が寝たきり予防や健康寿命の引き

上げに重要であることが分かっている。県

内各自治体とも連携し、公共の体育館など

（２）認知症や寝たきり予防の促進 
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に健康運動指導士や理学療法士などの有資

格者を常駐させたり新規の施設を開設させ

たりするなど、より高齢者の方々に着目し

た取り組みを進めていく。 

また、ジムのマシンを使わない、誰でも

簡単に出来る体操などを織り交ぜた、「コ

ンディショニング」を通じて、安全に楽し

く身体機能の改善や健康増進を行う取り組

みも登場している。コンディショニングと

は、科学理論に基づいて、体のバランスを

正常な状態に戻し、体調改善や運動機能向

上を目指すというものだ。こういった新た

な指導法の各自治体への導入も積極的に提

言したい。 

加えて、介護後の認知症対策として、

「ユマニチュード」というケアの方法が注

目を集めている。これは元々フランスで

1970 年代に誕生したケアの方法になる。

ユマニチュードでは、相手を対等な存在と

して見るために、見る・話す・触れる・立

つといった日常の中での自然な行動に着目

して、この 4 つのステップを通して人間本

来の特性に働きかけ、患者に自分自身の尊

厳をもってもらうことを大切にしながら、

認知機能の向上を目指す。 

介護を行う家族などにもその方法を教

え、習得してもらうことができれば、介護

する家族自身の心理的負荷も減らすことが

できるし、何より介護を受ける人も自分の

家族から温かな介護を受けることができれ

ば、ストレスを軽減することもできるの

だ。 

以上のように、科学的な知識に基づいた

方法を取り入れることは、その効果を高め

るために非常に重要である。県として、こ

うした科学的知見に基づいた施策を取り入

れるように、提言したいと考えている。 

 

③ 無料検診による認知症の早期発見

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。 

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。 

 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。 

 横浜市は、2022 年の 4 月から 65 歳以

上の市民を対象に、認知症の早期発見・対

応を進めることにした無料の「もの忘れ健

診」を行なっている。川崎市でも取り組み

を進め、認知症検査に対するハードルを下

げていきたい。
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３．介護：みんな（本人・ご家族・介護従事者など）に優しい介護 

 区内で様々な方々とお話する中で、多くの方々からご家族の介護に関する不安や負担の

大きさについて伺う機会が増えている。また、介護を受けるご本人からも、最後まで家族

に迷惑を掛けたくない、なるべく今まで通りの生活を送りたいといった声を聞く。一方

で、高齢化の進展に伴って、介護施設や従事者の方々の負担は増えるばかりだ。以下の施

策を通じて、本人・ご家族・介護従事者などの介護に関係するすべての方々にとって優し

い介護を実現したい。 

 

 ① 介護されるご家族への経済的な支援 

介護に際しては、その心理的・経済的負担

が課題となっており、介護者の家族が、介

護される人と一緒に住む際の費用を一部負

担することを、県政において提言する。具

体的には、家族介護慰労金の適応対象を拡

大し、より多くの人が利用できるようにす

る。 

現在、神奈川県では、自治体ごとに、要

介護者の同居家族に対して、年間 10 万円

程度が支給されている。 

しかしながら、介護サービスを利用して

いると対象にならない、住民税非課税世代

と課税世帯で金額が異なる、そもそも課税

世帯は対象に含まれないといった課題が指

摘されている。また、近隣に住んでいても

同居していないと対象とならない。 

こうした適用条件を可能な限り緩和して

いくことを低減したい。 

また、介護に伴って離職をしてしまうケ

ースも後を絶たない。しかし、家族の介護

が原因であれば、介護休業や介護休暇を取

得出来るほか、介護休業給付金を受け取れ

る制度も存在する。 

そこで、経済的支援とは別に、こうした

利用可能な制度の普及啓発に努めると共

に、事業者利用者双方に対して後ろめたい

気持ちなく制度を利用してもらえるような

環境作りも目指していきたいと考えてい

る。

 

② 見守りネットワークの強化 

街なかでの見守り強化についても、県政

において提言したいと考えている。具体的

には、街なかにビーコン送受信機を新たに

設置することを提言したい。 

まず、認知症患者の家族希望調査を行っ

た上で、認知症患者本人に電池式の小型の

発信機を配布し、ビーコンの受信エリアを

通過すると家族の携帯に通知が行くように

する。同時に、家族が、本人が迷子になっ

ていると判断すれば、その通知を基に警察

に通報が可能であり、速やかに徘徊者の保

護が可能となる。また、ビーコン設置場所

（１）ご家族の負担軽減 
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の近隣の店舗とも事前に提携をしておけ

ば、家族によって異常が通報された場合

に、速やかに保護の手伝いをすることが可

能となる。 

また、この見守りネットワークが構築さ

れるまでの間においても、例えば認知症患

者が普段持ち歩いている杖やカバン、帽子

などにいざという時の緊急連絡先を書いて

おくなど、テクノロジーを使う以前にちょ

っとした工夫次第で解決可能なことも多く

あるので、その点も含めて県民に広く周知

していきたいと考えている。

 

③介護タクシーの活用など、被介護者の移動手段確保 

自宅からの移動の際に活用できる移動手

段の構築を、県政を通じて国政において提

言したい。具体的には、いわゆる介護タク

シーの利用料金の一部補助を提言したい。 

被介護者が自分で移動できないことは、

介護家族にとって大きな手間を取られる課

題となっている。しかし、現在の介護タク

シーは、介護保険サービスの一部とされ、

要介護度 1~5 全ての人が利用可能となっ

ている。また、通院や投票、メガネの購入

など本人が必要となる外出の場合にのみ、

保険適用となるように定められている。し

かし、実際の外出の用事の大半は、本人が

いなくても済む買い物である。また、被介

護者に限らず、日常的に外出して地域のコ

ミュニティの活動に参加し、友人関係を維

持することは、被介護者のメンタルヘルス

にとっても非常に有意義である。このよう

な用事に、介護タクシーを利用することが

できれば、その度ごとに家族が外出をサポ

ートする必要がなくなり、介護家族の負担

軽減につながる。従って、介護タクシー利

用の際の保険適用にかかっている、利用目

的ごとの制限を撤廃し、利用回数による制

限に変更するように、国政において提言し

たい。 

世田谷区では福祉タクシー券を 500 円券

月４枚、100 円券月 14 枚配布している。

このように回数制にすることで、定期的な

外出を促すようにしたい。 

 

④ 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
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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。 

 

⑤ 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、全国でも数十万人規模の膨大な数の

「待機者」がいるといわれている。しかし

実は、全国のベッド稼働率は 94%（2019

年度、福祉医療機構調べ）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。 

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。 

 

 

① 介護ロボットや見守りシステムの積極活用を通じた介護負担軽減 

介護従事者の負担軽減のために、最新の

テクノロジーの導入を後押しし、そのため

の財政的援助を県政において提言する。具

体的には、介護従事者の負担軽減のため

に、介護ロボットの導入を促進し、その為

に費用補助を行う。 

現在、介護従事者を補う手段として、介

護ロボットなどの先端テクノロジーの導入

が注目されている。また、移乗介助ロボッ

トについても、マッスルスーツのようなも

のもあるが、非装着型のロボットも存在す

る。一方で、ロボットやテクノロジーの導

入に向けては、導入費用の割高さなどが原

因となり、現場への導入は進んでいない状

況である。 

現在でも、神奈川県では介護ロボットや

見守り機器の導入に伴う費用を一定程度補

助する補助金の仕組みが作られているが、

既存の制度は補助金申請を行えるのは年に

１回のみとなっており、柔軟な制度運用が

（２）持続可能な介護の実現 
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できていない状態だ。 

そこで、こういった状況を踏まえ、介護

現場へのロボットなどの導入促進に向け

て、補助金の申請可能回数を増やす等のよ

り柔軟な支援を、県政を通じて進めていき

たい。

 

② 介護従事者の報酬引き上げ 

加えて、持続的な介護サービスの供給に

向けては、適正な介護報酬、介護従事者の

待遇改善や施設整備も引き続き県政を通じ

て国政に働きかけを行いたい。 

過去から一貫して、我が会派としても訴

え続けてきている政策ではありますが、コ

ロナ禍において、介護従事者の負担がより

一層高まっている状況を勘案し、適切な報

酬が介護従事者に行き渡るように提言した

い。 

川崎市においても、令和４年度から市内

で働く介護職員の方向けに家賃支援事業の

補助金の交付が始まった。これを皮切りに

介護従事者の待遇を改善し、魅力的な職業

として従事者が増えるようにしたい。

 

③ 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 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

施設に最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。 
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④ 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 万人当たりの病院数は、

全国平均が約 6.7 施設のところ、神奈川は

3.6 施設と、全国で最も少ない（21 年 11

月集計、日本医師会調べ）。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 2.1 万人に対し、2017

年時点で約 0.6 万人しかなく、1.5 万人程

度の大幅な不足が見込まれう。 

 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、県の調整を後押しした

い。 

 

４．医療：生活の質を大事にする医療の実現 

 病気にかかってからも、なるべく日常生活を維持しながら必要な医療が受けられる環境

の整備が、生活の質を維持し、人間らしく生涯を過ごすうえでは重要であると考えてい

る。コロナ禍において、これまで普通に享受出来ていた医療資源にアクセスできないとい

った課題も生じている。そもそも対人口での病院数・病床数が他都道府県を下回る神奈川

県においては、従来の医療供給体制を強化することは重要である。そのうえで、新たな仕

組みなども積極的に取り入れながら、県民の皆さんが生涯の最後まで日常に近い暮らしを

続けられるようにすることが必要である。 

 

 ① 在宅医療の強化・促進 

地域包括ケアシステムの導入促進によ

り、在宅医療を強化していくことを県政に

おいて提言したいと考えている。具体的に

は、国とも連携しつつ、地域内における病

院の役割分担を明確化することを提言した

い。 

コロナ禍において、病院では面会が難し

いため在宅で家族を看取りたい、しかし制

度がそれを許さないという事情があったと

聞いている。この観点から、在宅医療の強

化が重要と考える。 

現在、病気・介護予防、医療、介護をお

住まいの地域で包括的に提供する「地域包

括ケアシステム」の推進を国・県ともに進

（１）最後まで日常に近い暮らしが続けられる医療 
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めている。また、我が会派もこれまでも同

ケアシステムの推進加速を継続して訴えか

けてきた。在宅医療の強化・促進は、こう

いった施策にも合致するものと思う。 

地域包括ケアシステムとは、重度な要介

護状態となっても住み慣れた地域で尊厳あ

る暮らしを維持できるように、住まい・医

療・介護・予防・生活支援が一体的に提供

される仕組みのことである。これを県とし

ても全面的に支えていきたいと考えてい

る。 

この考え方の下では、入院が必要・救急

車による搬送が必要などの重篤な症状の場

合は、地域の基幹病院がその治療を担当

し、その他の日常的な診療はかかりつけ医

や地域の連携病院が行うという形で役割分

担が想定されている。今後高齢者の数が一

層増加していく中で、それに伴って入院患

者の数が増加していくことが予想される中

で、ずっと入院しているのではなく、一度

入院してもそこから退院支援を行って、で

きるだけ日常生活の中で療養してもらうこ

とを想定している。そして、最後の最期の

段階においても、病院の白い病室の中では

なく、住み慣れた家の中で家族や親族に囲

まれて看取られるようにしていく。 

その為にも、通院による治療よりも在宅

医療を推し進める必要があるのだ。具体的

には、在宅療養支援診療所等の誘致や対面

での診療所からの業態転換の促進に向け、

開業資金の貸与や一部支援などの施策を進

めていきたいと考えている。

 

② オンライン診療で 24 時間医療を受けられるように

また、病院に行かなくとも在宅で診療が

受けられるオンライン診療の導入について

も県政において提言したい。具体的には、

オンライン診療を行う会社を活用し、医療

機関ごとの分担を行って、地域全体で医療

体制を維持する仕組みを構築する。 

コロナ禍において、従来は再診のみに限

られていたオンライン診療が、初診から可

能になりました。自宅療養者への医療体制

構築などで、医療機関や保健所の負担軽減

を目指し、オンライン診療を導入する自治

体が増えている。 

高齢化が進む中で、限られた医療リソー

スを有効に活用するために、こういった取

組をコロナ後においても促進していく必要

があると考える。 

そこで、オンライン診療のために新たに

機器を導入した医療機関に対しては、一定

額の補助金を出したいと考えている。 

一方で、患者の利便性向上も重要であ

る。特に、高齢者の方々にとっては、オン

ライン診療を使うことは、技術的にも心理

的にもハードルが非常に高い。民間会社の

調査によると、導入に向けた機器の扱い方

などに関するサポートがあれば、半数近く

の高齢者がオンライン診療を導入したいと

回答している。 

そこで、総務省が導入を進める「デジタ

ル活用支援員」の取組を後押しし、地域の

かかりつけ医や携帯ショップ、地域の若者

とも連携しながら、こういった高齢者の

方々の技術面などでの支援施策の推進を検
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討していきたいと考えている。 

 

③ 医療機関への移動手段の確保 

また、病院までの“足“がない点は、多く

の高齢者にとって共通の課題となってい

る。そこで、自宅から病院まで直接移動で

きる仕組みを県政において提言したい。具

体的には、移動バスの整備やタクシー料金

の一部補助を提言したい。 

１人でタクシーに乗るために料金が高く

なってしまうのであれば、福祉車両や移動

バスのようなものを導入して、複数人で乗

ることができるようにすれば、１人当たり

の料金を抑えることができる。また、75

歳以上の後期高齢者に対しては、免許返納

の動きが本格化することを見据えて、公的

な財政支援を行って、タクシー料金の一部

を負担する制度を構築することで、病院に

行くべきなのに行かないという人が増えな

いように、県政において提案したい。 

加えて、この施策はその後も続くのだ。

それは、自動運転車の登場である。現在

も、神奈川県内を始め日本のみならず、世

界中で自動運転車の実証実験が行われてお

り、本格的な商業利用の開始もまさに秒読

みといった状況だ。そうした時に、現時点

で家から直接病院まで送迎してくれる仕組

みが構築されていれば、それを自動運転車

に置き換えれば、すぐに対応することがで

きる。従って、現時点からすぐにこうした

仕組みの構築を進めていきたいと考えてい

る。

 

 ① 公立・公的病院の統廃合見直しと再構築 

地域の中に公的病院が少ないことは大き

な課題である。そこで、これまでの政策を

見直すことを県政において提言したいと考

えており、同時に県政を通じて国政に働き

かけを行いたい。 

前出の通り、神奈川では、経営難や医療

従事者の不足により、2000 年以降病院数

の減少が進んでおり、病床数・病院数も他

都道府県比で低位に留まっている。加え

て、日本全体の課題として、公立・公的病

院の割合が他先進国比で低位（3 割程度）

に留まるという点が挙げられる。これは、

2000 年代初頭に小泉政権下で行われてい

た構造改革が主な要因である。増え続ける

社会保障費に対応するために、小泉政権は

公的病院の統廃合と民営化を推し進めた。

その結果、日本では民間病院が 7 割を占め

るようになったのである。 

一見すると、民間病院になったことで、

提供されるサービスの質が向上すれば何も

問題はないように思われる。しかし、民間

企業である以上、「儲かる」診療科に資金

が投入され、産婦人科などの「儲からな

い」診療科は削減されてしまうということ

になりかねない。  

一方で、行政は公的病院に対してのみ命

（２）医療機関や成り手の確保・負担軽減に向けた取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

令できる権限を持つ。つまり、県内の 7 割

の病院に対して行政は病床確保などを要請

することは出来ても、実効力を持って実施

させることはできないのだ。 

これによって、コロナなどの感染症の感

染拡大下において、病床の確保や医療スタ

ッフの充当という場面において、機動的な

対応をする上での障壁となっているなどの

課題が生じている。 

こういった状況を踏まえ、これまで進め

られてきた公立・公的病院の統廃合見直し

を提言したいと考えている。また、県に対

しても、県内の公的病院などの機能強化を

働きかけていく。 

 

② 医療従事者の報酬引き上げ 

地域医療を支える観点から診療報酬の適

正な改正や、医療従事者、特に看護師の報

酬引き上げも県政において提言したい。 

特にコロナ禍における医療従事者の働きぶ

りは過酷なものとなっているが、それと関

係なく、医療従事者の勤務状況はそれ以外

の労働者よりも非常に過酷なものとなって

いる。例えば、コロナ禍において病院の収

入が減少し、これによる給料の引き下げに

反対した医師や看護師が一斉に離職したと

いう病院も存在するほどだ。こうした苛烈

な働き方に見合うだけの報酬を支払うとい

う方法で医療従事者の頑張りに応えたいと

考えている。 

この点は、我が会派として、過去より一貫

して主張し続けている点ではあるが、介護

従事者同様、コロナ禍において、医療従事

者の負担が非常に高まっている状況を踏ま

えて、県や国に対して更に積極的に働きか

けを進めていく。さらに、それに伴って病

院の支出が増大することにも着目し、医療

従事者の報酬引き上げによる支出増が発生

した場合は、その大部分を補助することも

合わせて提言したいと考えている。 

 

③ 優秀な人材の確保 

多様で優秀な医療人材の確保との観点か

ら、医学部生・看護学部生への更なる金銭

的援助を県政において提言したい。具体的

には、現在の奨学金の拡充支援など、成り

手の確保を進めていく。 

現在も、県には「神奈川県地域医療医師修

学資金貸付制度」が存在し、学部卒業後に

特定の医療機関の特定の診療科において一

定期間以上勤務をした場合には、奨学金の

返済義務が免除されるという仕組みになっ

ている。しかし、貸付金は月額 10 万円と

なっており、例えば対象大学となっている

北里大学医学部を例にとると、年間の学費

は 640 万円となっている。これでは、あま

りにも金額として少なすぎ、まさに雀の涙

状態である。 

そのため、県として奨学金の金額を増額さ

せ、優秀な若い学生に神奈川県に残っても

らうようにする必要があると考えている。 
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④ 医療従事者の負担を減らすロボットなどの先端技術の活用 

医療従事者や看護スタッフの労働環境は

相当過酷なものがある。医療従事者は夜勤

な宿日直をこなさなければならず、また常

に命と隣り合わせの職場でもあるため、従

事者にかかるストレスは非常に大きなもの

がある。また、看護師は患者の世話をしな

ければならず、その過程で受ける肉体的・

精神的負担は相当なものがあるのだ。 

そこで、看護スタッフの負担を軽減させ

るために、看護ロボットの導入を県政にお

いて提言したい。例えば、患者の身体を起

き上がらせたり抱きかかえたりするための

パワースーツが候補として考えられる。ま

た、病院食以外にも、検体や薬など多目的

に活用できる運搬ロボットも存在するほ

か、自動運転機能が備わった電動車いすも

開発され、この両者は現在藤田保健衛生大

学病院において実証実験中である。 

そこで、こうしたロボットの積極的な導

入に向け、財政的な補助も含めた導入支援

策を県政において提案したいと考えてい

る。 
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第 4章  

 

まちづくり ～安心・安全で魅力的なまちづくりの実現～ 

１．民間活力を活用した公共施設の魅力向上 

公募設置管理制度（Park-PFI：都市公園

の魅力と利便性の向上を図るために、公園

の整備を行う民間の事業者を公募し選定す

る制度）を推進し、民間の創意工夫を活か

した公園運営を目指したい。 

具体的には、東高根森林公園をはじめとす

る県営公園を対象とし、県による財政負担

を最低限に抑えながら、民間事業者による

カフェやドッグランなどの魅力的な施設の

設置を県政において訴えていきたい。 

県内都市公園の開園面積や来園者数は近

年増加傾向にある一方、維持管理費や整備

費は 20 年前の約 5 分の 1 まで減少してい

る。財政上の制約が厳しい中で、既存公園

施設について、県民ニーズに照らしたより

効率的な運営が求められている。 

 

 

 

 

  

（１）県立公園の魅力向上：カフェやドッグラン等の整備 
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県立観音崎公園では、令和 2 年 6 月に

ParkPFI 事業の公募設置等計画を認定し、

同年 9 月にはバーべキュー施設・カフェ等

がオープンした。民間事業者の創意工夫に

よって公園のアクティビティが一層魅力的

になり、地域の活性化にも繋がった例とい

えよう。 

 また、相模原公園では登録制のドッグラ

ンがあり、NPO や登録者が主体となった運

営がなされ、園内の豊かな自然を活かし住

民が楽しめるサービスが提供されている。 

 そこで、Park PFI 制度を活用し、県立公

園の運営等事業を一部任せる事業者を募集

して官民連携を進め、独立採算の自主事業

の提案も認めるようにしたい。 

 民間活力を利用した運営を行うことで、

行政は整備費や維持管理費などのコストを

削減することができる。一方で、土地のポ

テンシャルを活かした新たな公園の楽しみ

方が提案され、住民にとってもサービス向

上に繋がる。 

 

 県内の公園にユニバーサルデザイン（全

てのひとにとって優しいデザイン）を取り

入れた遊具の設置を進め、インクルーシブ

公園（障害の有無などにかかわらず、誰も

が利用できる公園）の整備を進めたい。具

体的には、あらゆる子ども達の遊び場を確

保するとともに、全ての人が参加するイン

クルーシブな社会（共生社会）づくりに繋

がることを目指したい。 

 子どもにとって遊びは、身体的、精神

的、社会的な、様々な能力を成長させ向上

させる場であり、その重要性は障害の有無

に関係無い。全ての子ども達が安心して遊

べる環境を作ることは、健全な成長のため

に非常に大切である。 

 2021 年、藤沢市の秋葉台公園では、車

いすのまま遊べる複合遊具やハーネス（体

を固定する器具）付のブランコなどインク

ルーシブな遊具が 4 台設置された。神奈川

県では初の試みであり、全国でも少しずつ

取組が進んでいる。一方、神奈川県立公園

にインクルーシブな遊具が設置されたこと

はまだ無く、インクルーシブ公園の具体的

な設置候補先、設置計画、予算などは未決

定である。 

 具体的には、県が主導し、インクルーシ

ブ公園になるまでのロードマップを示し、

明確な数値目標、設置先選定条件の決定な

どを行う。加えて、補助金創設などを検討

し、実施が決まった（県立）公園に支援を

行うことを県政として訴えて行きたい。ま

た更なる拡充のため、遊び場設計に役立つ

ガイドラインの作成を進めたい。例えば、

インクルーシブ公園を整備する際のポイン

トのひとつとして、移動に困難を抱えるお

子さんも多い中で、駐車場と遊具との距離

の近さが重要であるが、こういった点はガ

イドラインがなければ周知は難しいであろ

う。すべての子どもたちが遊べるインクル

ーシブ公園の整備に向け努力したい。 

（２）県内公園のユニバーサル化：インクルーシブ公園の整備 
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神奈川県内複数市町間で協定を締結し、

互いの所管するスポーツ施設をその市町の

住民料金で利用できるようにしたい。加え

て東京都内の自治体とも連携し、都営施設

を神奈川県民も利用できるように働きかけ

を進めたい。 

 この結果、生活圏の広い市民の利便性向

上だけでなく、県内各施設の収益増加によ

ってサービスの質が上がるものと考えてい

る。 

 また、県内だけでなく、神奈川県と東京

都間でも交通網が発達しており、同じ生活

圏にあると言える。県民の方々でも、東京

に通勤通学される方は相当数いらっしゃ

る。こういった状況においては、広域で行

政サービスを連携して行うことが有効であ

ると考える。 

 なお、こういった取組は、既に県内外で

一部進められている。神奈川県の県西地域

広域市町村圏（小田原市・南足柄市・中井

町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱

根町・真鶴町・湯河原町）では、2012 年

から協定を結び、一部の公共施設がその市

町の住民料金で相互利用できるようになっ

た。 また県外では、千葉県千葉市と周辺

自治体が保育施設等の相互利用、東京都国

分寺市・国立市・府中市・小平市・立川市

では図書館を相互利用する例がある。 

 県として、県内自治体間での協定締結に

向け、優良事例の紹介や自治体間ネットワ

ークづくりを支援する。また東京都に働き

かけ、県民がよく利用する都営施設を都民

と同じ価格で利用できるようにするよう、

県政において提言を進めたい。この結果と

して、施設の相互利用促進により、住民の

利便性向上に加え、県内外での⽂化・スポ

ーツの更なる発展へとつなげていきたい。 

 

２．万全の街づくりで暮らしを支える県へ 

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、

万一に備えておかなければならない。 

（３）公共施設の複数市相互利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）豪雨・震災対策 – 下水道の大幅な能力強化を 
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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、また、

令和 3 年度以降は、これらに加えて、新型

コロナに係る経済対策に使われている。ま

た、「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

たな税が導入されている。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。 

 

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

ョンの管理組合などと周辺企業との間で事

前に協定等を結び備える必要があると考え

る。 

特に、自家発電の重油については、近隣

のガソリンスタンドを巻き込んだ BCP を

（２）下水道のインフラ整備（超過課税の財源化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高層マンションの震災対策の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

策定することで速やかに供給出来る体制作

りが重要だ。 

東京都の港区では、水辺に面したタワー

マンションの非常用発電機に七日間分に相

当の燃料をタンカーからホースで直接供給

する訓練が行われた。訓練の成果を受け

て、集合住宅の非常用発電機に船舶給油用

の小型タンカーからの燃料補給を行なえる

仕組みを整える取り組みを拡大していきた

い。 

行政としても、燃料の劣化による不具合

を避けるため、備蓄燃料の使用・入れ替え

を推奨するガイドラインの作成を行うべき

である。 

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

結を進められるように、県や自治体を通じ

て働きかけを進めていきたい。

 

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。 

  

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。 

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。 

また、民間企業と連携して、避難所に太

陽光発電設備と蓄電池を整備して停電時で

も電力供給を可能とすることで、環境と防

災の両方にアプローチをしたい。 

千葉市では、2019 年の台風を受け、学

校や公民館など計 44 ヶ所に太陽光発電設

（４）帰宅困難者の家族対策（備蓄の強化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）避難所への非常自家発電機・冷暖房設置 
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備と蓄電池を設置した。神奈川県内におい

ても、電力の強靭化や二酸化炭素の削減に

つなげていきたい。 

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。 

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。 

  

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。 

  

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。 

（６）女性目線の避難所運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）コンビニなどとの災害協定締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）無電柱化の推進 
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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。 

 

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。 

 

３．安心・安全で魅力的な多摩川河川域の実現 

多摩川流域の公衆トイレの増設・管理強

化など、河川敷を安全で親しまれるものに

したいと考えている。具体的には、水辺を

楽しめる公園の整備や、河川敷で生じる

BBQ のゴミへの対応強化を通じて、魅力あ

る水辺空間や賑わいを作り出していきた

い。 

 多摩川は東京都との境を流れる一級河川

で自然豊かであるが、公園や公衆トイレが

少ないなど、残念ながらその魅力を活かし

きれていない。また夜間は暗く防犯上の問

題があったり、河川敷の BBQ ではゴミが

放置されたりするなど利用者のマナー上の

問題もある。 

 そこで日常で多摩川に接する流域住民

も、豊かな自然に触れに来る利用者も満足

できるように、利用しやすい多摩川を実現

することが求められている。 

 そのために、公衆トイレの増設や管理強

化を行い、また自動販売機や売店を近くに

作ることで、利用者が休憩しやすいように

する。加えて親水公園を作ることで子ども

たちの遊び場を確保し、幼いころから多摩

川に親しんで貰えるような場所をつくりた

いと考えている。 

 また、防犯対策としては、夜間照明や防

犯カメラを増設する。流域全体で危険な場

所を作らないことが必要である。マナー対

策としては、ゴミ箱を増設するとともに、

河川敷のパトロールを強化してゴミの放棄

を減らす。多摩川の流域地域選出の県議会

議員として、関係機関に対して提言をおこ

なっていきたい。 

 

（９）消防団の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用しやすく魅力あふれる多摩川へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（県内一級河川の）流域治水の強化 
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多摩川をはじめとする一級河川流域に住

む県民の方々が安心して暮らせるよう、グ

リーンインフラの整備とともに、下水道施

設による浸水対策や公共施設地下への貯水

槽の設置などを提言したい。多摩川と共生

し、かつ災害にも強いまちづくりを目指

す。 

グリーンインフラとは、聞きなれない言

葉だが、社会資本整備や土地利用等のハー

ド・ソフト両面において、「自然環境が持

つ多様な機能を活用し、持続可能で魅力あ

る国土づくりや地域づくりを進める」もの

である。生物の生息の場の提供、良好な景

観形成、気温上昇の抑制等などの自然の豊

かな特徴を、災害対策にも活かすことを意

図している。堤防などコンクリート製のイ

ンフラの老朽化が進むなかで、持続可能で

環境に優しいインフラとして近年注目され

ている（グリーンインフラの取組み例は下

図を参照）。 

 令和１年の東日本台風では、多摩川でも

都市部の人口が密集した中～下流部で氾濫

危険水位を大きく超えたり、一部地域では

浸水被害が発生したりした。より一層治水

対策を行い、被害の軽減を目指さなければ

ならない。 

 多摩川流域では急速な都市化が進む一

方、地域社会における河川敷の利用と自然

環境の保全のあり方が課題となってきた。

自然の豊かさを活かしながら、災害対策が

できるグリーンインフラを今こそ取り入れ

るべきである。 

 等々力公園では東日本台風でマンホール

などから溢水し、浸水の危険を改めて認識

したことを受け、既存の公共施設などとの

協力を強化するとしている。県としても、

公共施設の地下への貯水槽の設置、雨庭構

想を支援し、多摩川流域での浸水被害の最

小化に向けて協力・連携を深めていきた

い。 

 また、グリーンインフラを利用した流域

利用を進めることで、環境保全と防災対策

を両立させ、上流の関係自治体と連携しな

がら多摩川流域全体での治水対策を行うこ

とを考えている。 

 

また、増水時にも多摩川の氾濫を防ぐた

め、堤防の強化を提案する。2019 年の台

風 19 号では、氾濫により川崎市でも被害

が発生した。不測の事態に備えて、治水に

加えてハード面の整備に取り組みたい。 

 

４．テクノロジーを活用した安心安全で便利なまち 

近年の自然災害は頻発化、激甚化してお り、県としても防災、減災を進めていく必

（３）多摩川堤防の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）AI を活用した防災システムの導入 

 

 

 

 



 

 50 

要がある。AI を利用した自然災害の事前予

測や、災害発生時の情報収集をすること

で、迅速な避難や被害の最小限化を目指し

たい。 

 具体的には、各自治体と密に連携しなが

ら、県としてリーダーシップを取りなが

ら、県内自治体が迅速かつ効率的なシステ

ムの導入を進められるよう、県政で働きか

けていきたい。 

 多摩川流域は、台風や大雨の際には常に

氾濫の危険と隣り合わせの状況にある。ま

た、災害時には情報収集に自治体職員は多

くの人員が必要である。加えて、被害状況

の把握や避難所の設置受入対応なども求め

られ、行政職員には多大なる負荷がかかる

状況にある。 

 こういった状況を、テクノロジーの活用

を通じて、改善していきたいと考えてい

る。神奈川県では 2021 年、AI を活用した

「防災チャットボット」による実証実験を

実施した。この AI の活用により情報を自

動集約化し、自治体の災害対策本部などが

リアルタイムで状況を確認することが可能

になる。また、避難所の混雑の度合いなど

をグラフや数字で示すことも可能で、現場

の全体像も把握しやすいなどの効果があ

る。 

 さらに、川崎市は日本電気株式会社と

「デジタル技術を活用した防災まちづくり

に関する協定」を締結し、衛生 SAR を使

った岸の変動のモニタリングを進めてい

る。 

 そこで、AI を活用した防災システムの県

内導入の加速化を提言したい（防災システ

ムのイメージは下図を参照）。AI は様々な

場面で災害対策に役立つ。まず、自然災害

の事前予測がしやすくなる。例えば局地的

な降水を予測することで、多摩川の氾濫危

険度や避難準備についてあらかじめ住民に

知らせることができる。また災害時には被

害情報の収集・処理にかかる人員を削減す

ることができ、より重要な業務に職員を配

置することが可能になる。 

 住民にとっては、災害発生速報やリアル

タイムの被害状況を知ることができ二次災

害の防止になるうえ、24 時間 365 日対応

可能である。また、ビッグデータ活用によ

り最適な避難経路の提案も行える。加え

て、例えば、避難先である中原中学校の混

雑状況などもリアルタイムで示すことが出

来る。 

 県として、AI 防災システムを導入し運営

は市町村に任せる、または、導入に向けた

補助金制度の設置等を通じ、同システムの

導入と普及を進めていきたい。 

 

 

災害時には、避難情報の取得や、家族・

友人や安否状況の確認のために、平時以上

にネットワーク環境の重要性が高まる。そ

こで、避難所への Wi-Fi 設置や移動電源車

の配備を行うことで、災害時でも住民が安

心・安全にストレス無く過ごせる状態を目

（２）災害時における通信手段・非常電源の確保 
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指していきたい。 

 災害時には、インターネットが繋がりに

くくなることが多い。県内の都市部では人

口が密集しているため、都市部の避難所に

は特に強靭なネットワーク環境が必要であ

る。 

 同時に、避難所では電源が不十分でスマ

ートフォンやパソコンが電池切れになり、

必要な時に連絡できないという状況も生じ

やすい。 

 そこで、県内の指定避難所への Wi-Fi 設

置、増強を進めていきたい。自治体からの

情報伝達や被害状況把握を迅速に行うこと

で、避難所運営がし易くなり、また、避難

してきた住民にとってもネットワーク環境

は不可欠である。 

 電力不足に関しては、公共施設に太陽光

パネルを設置することで電力不足を保管し

たり、県として移動電源車を保有すること

で災害時に被災地に派遣できるようにして

確実に電源を確保できる体制を整えていき

たい。加えて、災害時に使える個人向けの

太陽光パネルの普及に向けた取組みも進め

ていきたい。 

 こういった設備や体制の整備に向けて、

県政において、ガイドラインの作成や各自

治体への補助の強化を、訴えていきたい。 

 

都市 OS とは、その都市にあるエネルギ

ーや交通機関をはじめ、医療、金融、通

信、教育などの膨大なデータを集積・分析

し、それらを活用するために自治体や企

業、研究機関などが連携するためのプラッ

トフォームのことである（都市 OS のイメ

ージは下図参照）。 

 都市 OS によって、自治体が保有するデ

ータや住民個人のパーソナルデータ、統計

データなどあらゆるデータを組み合わせて

利便性の高い新たなサービスを創出した

り、他の都市や企業と連携を容易にできた

り、行政サービスの一元化などが可能とな

り、住民にとってより効率的で快適な社会

が実現できるといわれる。 

都市 OS については、しばしば、各自治

体が個別に発注することでのコスト高や連

携の難しさ、また、財政基盤がしっかりと

している自治体以外での導入 

 県内全域で低コストでスマートシティを

実現することができる。行政サービスを一

体化して、ビッグデータを官民で共有し、

あらゆる場面で市民生活の利便性を向上さ

せるには、県が主導するべきだと考えてい

る。 

 現在のシステムでは、スマートシティ化

に向けていくつかの課題があると言われ

る。具体的には、①自治体ごとに個別特化

したものとなっており、他地域への横展開

が難しい。②導入と運営に一定のコストが

かかることから財政基盤がしっかりとした

自治体以外での導入が難しい、③分野ごと

にデータが独立しているため、分野間を横

断したサービスが困難になっている点など

（３）都市 OS の自治体間共通化 
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が代表的には挙げられる。 

 そこで、県が主導して、県内市町村の都

市 OS の共通化推進を、県政で訴えて行き

たい。例えば、スマートシティの代表例と

して取り上げられる会津若松市では、行政

サービスの一元化によって市民生活の利便

性向上を目指し、FIWARE（基盤ソフトウ

ェア）を活用して都市 OS の構築を進めて

いるが、現在では、周辺自治体への横展開

が進められていると聞く。 

 各自治体がそれぞれ用意していたシステ

ムから、県共通のものに段階的に切り替え

ることで、コスト削減ができ、他業種間や

民間業者との情報共有もしやすくなるだろ

う。 

 

 

（出典：総務省 HP） 

 

５．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

33,000 件の犯罪が発生する（令和 3 年認

知件数）。川崎市に限ってもおよそ 5,600

件。１日あたり 15 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 22,000 件（令和 3 年発生件数）。その

中で 142 名がお亡くなりになっている。こ

（１）警察官の増員 
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れは、47 都道府県でワーストの多さであ

る。 

東京都では、およそ 1,400 万人の人口に

対し、およそ 44,000 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 910 万人の人口に対し、県警の

警察官定員はおよそ 17,000 人である。 

首都機能を有する東京の規模まで増員を行

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。大阪府のおよそ 880 万人

の人口は神奈川県よりも少ないが、府警の

警察官は 23,000 人であり神奈川県よりも

多い。まずは 6000 人程度増員し、大阪府

の水準まで上げることを提言したい。

 

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。 

 

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。 

 

（２）防犯カメラの設置加速 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）通学路・放課後の安全確保 
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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。 

 

６．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、暮らしに直結する課題として重要性

を増していく。 

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。

 

上記と併用する形で、新たな「地域の足

」の選択肢として、オンデマンドバスを提

案したい。オンデマンドバスは、電話やス

マートフォンアプリを使って、スーパーや

病院などの施設で乗り降りするサービスで

、A I を使って複数人が乗り合う最適ルー

（４）交通規制の柔軟な見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）地域の公共交通網の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）オンデマンドバスの普及、実用化 
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トを選択するものである。 

実際に武蔵小杉エリアでは川崎市の補助

の下で運用が進められており、さらなる普

及に向けた提言を行いたい。 

 

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。 

 

７．スポーツを通じた魅力的なまちづくり 

川崎市に本拠地を置く、川崎フロンター

レは、“地域密着”とのコンセプトのもと、

地域に愛されるクラブとして、広く市民の

間に浸透している。今では、選手による年

始恒例の商店街への挨拶回りは全国的にも

有名であり、また、地域毎に市民団体主体

のアシストクラブが創設されたり、サッカ

ー教室が開催されたりと、川崎市や市民に

とって欠かせないものとなっている。今後

は、等々力陸上競技場の球技専用スタジア

ム化が進む予定であり、更に、市民に愛さ

れるクラブに向けた取組みが進められてい

る。 

 一方で、市全体での取組みについては、

限定的な印象を受けている。前出のとおり

アシストクラブも区ベースの活動であり、

商店街への挨拶回りも川崎フロンターレ関

連施設が立地する 3 区が中心となってい

る。 

そこで、川崎市全体で、川崎フロンター

レを盛り上げるイベントとして、川崎フロ

ンターレ Day や Week の開催を提案した

い。この日や週は、街全体が川崎フロンタ

ーレのブルー一色に染まり、市内各所で、

川崎フロンターレにちなんだイベントを開

催する。こういった取組を進めることで、

川崎フロンターレを更に市民にとって愛さ

れるクラブとするとともに、川崎フロンタ

ーレを起点にして、新たな人と人とのつな

がりの創出を目指したい。 

 

  

（３）鉄道の立体交差化 ※南武線の立体交差化（２か所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）川崎フロンターレ Day の開催 
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第 5章 
 

 

新型コロナ及び来たるべき感染症への対策 

 

１．十分かつ効率的な医療体制を構築 

既に述べたとおりであるが、これまで進

められてきた公立・公的病院の統廃合見直

し、また県内の公的病院などの機能強化を

提言したい。これまで、県の「病床機能再

編支援事業」に基づいて、地域医療構想の

実現に向けた、医療機関のダウンサイジン

グや統廃合が行われてきた。しかし、現状

（2022 年 11 月以降）、最大確保病床数は

2200 床であり、病床使用率は 12 月時点

で 6 割を超えている。長引く感染症拡大状

況の中で、再編事業は統廃合を目的とする

のではなく、公的病院などの機能強化を目

指す事業とするべきである。公立・公的病

院でまず病床数を十分確保し、経営の点か

ら受け入れに限界のある民間病院との間で

役割分担を明確化する。その上で、非常時

には余剰科・不足科の人員を民間病院との

間で柔軟に融通するといった体制を平時か

ら整備していく等の施策も訴えていく。 

 

臨時の医療施設開設がより迅速に、効果

的に行われるよう、国や県に対して提言し

たい。病床数確保の一環として、現在も湘

南鎌倉病院や北里大学病院などで臨時病院

の設置運営が行われているが、これらはあ

くまで即時的な対応と捉えることができ

る。各病院に確保可能な臨時病床数や、臨

時病棟を設置する土地の候補・権利関係な

ど、平時に計画すべき事項は数多くある。

そこで、平時よりこれらの事項を検討する

ための包括計画の策定を県に対して提言し

たい。また、そのような計画策定を経たと

しても、緊急事態においては地域の医療機

関による臨時病床確保には限界がある。自

衛隊の協力を得た臨時の医療施設開設につ

いても、事前の計画が策定されるよう国に

（１）公立・公的病院の統廃合見直しと再構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）臨時の医療施設開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 過去 3 年にわたって県民の生活に大きな影響をもたらした新型コロナは、感染法上の

分類に関し、従来の 2 類から季節性インフルエンザなどと同様の 5 類への見直方針が政

府より示されるなど、徐々にその出口が見えつつある（23 年 1 月末時点）。しかしなが

ら、足下においても多くの県民の方々から新型コロナによる影響を受けているとの声を

聞く。また、温暖化やグローバル化の影響により、未知なるウィルスの発生や世界的な

流行が、今後も一定期間毎に発生するともいわれている。新型コロナ及び今後来たる未

知の感染症への対策として、以下を提言する。 
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対して働きかけを行う。 

 

効果的な医療体制の構築を目指して、

国・県による民間病院へのコロナ患者受入

指示権限強化を提言したい。現在、国や県

による民間病院への患者受入指示に関する

働きかけは法律上「協力要請・勧告」に留

まっており、民間病院にとっては受け入れ

のインセンティブがない限り従う必要のな

い状態となっている。しかし、前述の通

り、非常時には公立・公的病院のみでは病

床確保を行うことは到底できず、民間病院

との協力体制が不可欠である。そこで、

国・県による受入指示権限をより強化し、

状況に応じて、まずは大規模な民間病院に

対する受入指示を強制的なものとすること

が可能となるよう、国に対し、法改正を強

く求めていく。 

一方、このような指示権限強化が受け入

れられるためには、民間病院・医療従事者

に対する補償を十分に整備することが重要

であると考える。国・県の指示による患者

受け入れの結果、他の病棟の患者が減少す

るなどして経営上の損失が生じる場合に

は、これを補填することを併せて訴える。 

 

さらに感染症法上の分類に関しても、柔

軟な見直しや個別の感染症に合った新たな

カテゴリーの新設を提言したい。新型コロ

ナでは、長期間にわたり規制の厳しい 2 類

への分類が維持された。結果、ワクチン接

種の普及などが進んだのちも、一定期間の

隔離、受診可能な医療機関の限定などの厳

しい制約が維持され、結果として、人々の

日常生活を阻害する場面が多々生じた。 

当然ながら、未知の要素が大きい初期段

階においては、厳しい基準にて万全の対応

をすべきと考える。また、初期段階の水際

対策の遅さなど、逆に、より厳しく対応す

べき場面もあろう。 

しかしながら、ウィルスの全容が分かっ

てきた後や、前出のワクチン接種などが進

むなどの状況に変化が生じた場合には、こ

れにあわせて法律なども柔軟に見直すこと

が重要と考える。また、必要に応じて、現

在の感染症法上の分類に囚われず、新たな

カテゴリーを設置することも検討すべき

だ。特に、来たる未知の感染症への対応に

ついて、適当な対応がなされるよう、県政

を通じ国政に働きかけを行っていきたい。 

 

２．万全の検査・療養体制を整備 

保健所人員の増強を基本として、非常時 に備えた民間企業との連携協定締結や保健

（4）感染症法上の分類の柔軟な見直し・新カテゴリーの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）人員増強を含む保健所機能の強化 

 

 

 

 

（３）民間病院へのコロナ患者受入指示権限強化 
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所業務のマニュアル化を行う等、保健所機

能の強化を提言する。新型コロナの感染拡

大期においては、PCR 検査を希望者全員に

受けさせることができない例や、陽性判明

後の入院調整などに時間を要する例が多く

見られた。これらは主に、人員数を含めた

保健所の機能が十分でなく、非常時に効果

的に機能する体勢が整っていなかったこと

が原因と考えられる。そこで、保健所機能

の強化策として、まず人員の早急な増強を

提言する。また民間の人材派遣会社等との

連携協定締結により、保健師や事務職員の

派遣を依頼することができる体制を整備す

る。ここでは、非常時における人材の再配

置計画・看護師 OB に対する協力要請体制

を持つ自治体の例を参考に検討を進める。

さらに、これらの人員融通が効果的に機能

するための策として、保健所業務のマニュ

アル化を早急に実現することも提言する。 

 

オンライン治療・往診・健康観察を活用

し、自宅療養者が入院することなく治療を

受けられる医療体制を構築することを提言

する。これまで、軽症者は自宅療養が基本

であり、自宅療養中に病状が悪化した患者

については保健所等が入院調整を行ってき

た。しかし病床逼迫時には、実際には入院

すべき患者が自宅療養を続けざるを得ない

状況が発生しており、自宅にいながらにし

て必要な治療を受けられる体制の整備が急

務であると考えられる。そこで、民間企業

などが提供するオンライン治療システムを

活用し、地域のクリニックと連携して 24

時間体制で自宅からの医療需要に対応する

ことが可能な体制を構築する。 

 

３．効果的な人流抑制策を 

人流抑制に関する要請について、未知な

る感染症の発生時には、より権限の強い要

請が可能となるよう提言する。感染拡大防

止には、前述のような医療体制強化の前段

階として、人流抑制策の実施が不可欠であ

る。しかし、新型コロナ禍では、法制上の

制約もあり、人流抑制の要請は緊急事態宣

言による外出自粛要請のみに留まり、諸外

国の「ロックダウン」のような強制力を有

しないことが度々問題として指摘された。

そこで、我が会派は防災警察常任委員会等

において、現行法制下でも可能な、個人な

どに対するより強い自粛要請の必要性を訴

えてきた。今後、新型コロナや未知の感染

症によって人流抑制が必要となる場合に備

え、こうした現行法制下におけるより強い

自粛要請の実行に関し、国や県との協議を

進めていきたい。また、今回のような感染

症拡大を災害と同様の「有事」と捉えた上

で県により強い対応権限を付与する対感染

（２）自宅療養者が安心して療養できる環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）人流抑制の要請権限強化 
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症の新法の制定を、県や国に対して訴えて

いきたい。ただし、これらの強制的な人流

抑制策の実施は、①私権の制限に繋がる可

能性②経済的損失に対する補償の必要性を

十分に考慮する必要があると考える。 

 

 

民間企業におけるワクチン休暇の導入が

積極的になされるよう、県や国へ提言を行

う。新型コロナでは、4 回目・5 回目のワ

クチン接種も進む一方で、発熱・頭痛など

の副反応の存在により接種が遅れる人々の

存在が見られる。また、こうした事態は、

今後発生する可能性のある未知なるウィル

スに対しても同様に生じる可能性が高い。

そこで、ワクチン接種を望む人々が必要な

休暇を取得し、安心してワクチン接種を行

うことができる環境を整備することを提言

する。すでに神奈川県ではワクチン休暇の

導入促進に関する通達が発出されている

が、国や県によるより強い働きかけが必要

であると考える。行政機関における積極的

な休暇取得や、休暇制度の設置・利用促進

を行う企業への金銭的補助など、具体的な

施策を検討する。 

  

（２）ワクチン休暇などの休暇取得制度の整備 
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第 6章 

 

 

 

行政改革

 

行政改革 ― ４つの提言 

（１）行政改革の基

盤整備 

−行革が進む「仕掛

け」を 

（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 

（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 

−名誉職的地方議員

からの脱却 

 

 

１．行政改革の基盤整備 – 行革が進む「仕掛け」を 

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。 

 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。 

（１）行革基本条例の制定 –行革継続の義務化 

 

 

 

 

 

 

 

 今、神奈川では、行政コスト削減をはじめとする行政改革の努力が止まっている。 

 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

大きく変わった。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。この方針は、2019 年策定の「第 2 期 行政改革大綱」にも引き継がれている。 

 確かに、1997 年から 2015 年にかけて、県の職員数は 37.5％の削減となり、行政改

革は進んでいるようにみえる。しかし、この結果として、人員の削減が限界を迎えつつ

あるとも聞く。特に、新型コロナ等への対応でも明らかになった通り、緊急・災害時の

体制構築・対応に向けては、これ以上の人員の削減は慎重にすべきであろう。 

 しかしながら、こうした状況であるからこそ、不要な事業や予算は徹底して見直し、

限られた職員の中で、真に必要なサービスを提供していくことが重要であると考える。 
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 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。 

 

○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。 

 （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 
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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。 

 

県庁の現場は、予算を「使い切りたい」

という思いで動く。自治体の予算は、単年

度ごとに決まる。その年度の予算を余らせ

ると、次の年度では予算が減らされてしま

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。 

 私が重要だと考えているのは、インセン

ティブ制度の導入である。具体的には、事

業の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ものであ

る。これは、2015 年に策定された行政改

革大綱やの中では言及があったものの、そ

の後の年次報告書や、2019 年に策定され

た第 2 期 行政改革大綱では、こうした新

制度の進展は確認できない。早急に制度の

導入を進めるべきだろう。 

 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 

（２）予算インセンティブ制度の導入 - 「余らせ得」な予算編成へ 
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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最も高い課を、

知事が表彰し、県民に公表 

 

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 

 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。 

加えて、そもそも、98 の県民利用施設の

うち、黒字な施設は 49 施設である。例え

ば、生命の星・地球博物館（小田原市に立

地する科学技術館。県立博物館の自然史部

門が独立して設置）では、毎年、約 5 億円

規模の赤字が生じている。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、やはりこの金額は大きすぎる。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。 

 こうした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。 

 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。 

  

（１）県民利用施設などの統廃合 – ハコモノのスリム化 
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○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。 

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）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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 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。 

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。 

 

○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。 

 

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

（２）補助金改革 – 県民全体のための補助金へ 
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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。 

 

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。 

 

 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 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。 

 

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

（３）第三セクターの改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地方独立行政法人の改革 
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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。 

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） 
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「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。 

 

 

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 

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 6 割強（62.7%＝7,397

億円）が３政令市、残り 4 割弱が（37.3%

＝4,395 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。 

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。 

（５）地方公社の改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）県税徴収率の平均化 – 政令市以外での「取り残し」解消を 
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○県税の地域別税収 / 市町村税の地域別徴収率（令和元年度） 

    

コロナ前には、インバウンド（訪日外国

人）観光客が増加、全国では、年間に

3,200 万人を超える外国人が、日本を訪れ

ていた（2019 年）。今後、コロナからの回

復にともない、インバンド観光客の増加が

見込まれる。 

なお、コロナ禍前の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。 

訪問者数が上位の東京都、大阪府、福岡

県、京都市などでは、独自に「宿泊税」を

課している。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

開始されている。 

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

と考える。 

なお、低額な宿泊、修学旅行生、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。

 

４．少数精鋭の議会へ（議員定数の削減） – 名誉職的地方議員からの 

脱却 

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、92 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。 

（２）宿泊税の創設 – 県外からの観光客による財政負担を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）議員定数の削減 
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【主な都道府県議会の議員定数（令和４年）】 

都道府県 定数 人口 
議員 1 人 

当たり人口 

東京都 127 14,036,936 110,527 

神奈川県 105 9,234,324 87,945 

愛知県 102 7,497,028 73,500 

北海道 100 5,162,145 51,621 

大阪府 88 8,781,829 99,794 

 

以 上 
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