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自民党の西郷宗範です。 

会派を代表し質問させていただきます。 

 

 急速な高齢化が進む中で、2025 年には 4人に一人が 75 歳以上という時代がや

ってきます。医療、介護、福祉サービスへの需要は高まり、社会保障費のバラン

スは崩れる一方です。今後人口減少が進み、我が国を取り巻く環境に不確実さが

増す中でも、住民生活に身近な行政サービスを、地方自治体が、安定して、持続

可能な形で住民に提供し続けることは、地域経済を守るためにも欠かすことは

できません。そのような時代が待っている中で、横須賀再興プランは、本市の未

来の礎となっていくことを期待しています。 

さて、市長は施政方針において、今年一年を表す漢字として「仁」という一文

字を掲げました。 施政方針でも述べられたように「仁」という漢字は「親しさ、

相手を思いやる気持ち」などの意味で使われます。儒教においては、最重要な五

常の徳の一つとして、最も普遍的で包括的、根源的な愛を意味するものとして考

えられてきました。上地市長らしい一文字だと思いますが、一方で 五常の「義」、

「礼」、「智」、「信」、へと広がりを見せていくことが必要です。そこで、様々な

視点から施政方針及び令和 2年度予算について質問をさせていただきます。 

まずは、本市の基本構想及び基本計画についてお聞きします。 

基本構想及び基本計画は基本構想に掲げた理念と本市が歩むべき方向性を具

体的に示す基本計画であり本市の最重要事項であります。現在の基本構想・基本

計画は 2021 年までとなっており次年度より新しい基本構想・基本計画の策定に

かかることと思いますが、市長は現在の基本構想及び基本計画をどのように評

価していますか、お聞かせください。また、上地市長となり新しく策定する基本

構想及び基本計画をどのように考えているか併せてお聞かせください。 

基本構想及び基本計画は本市の根幹の方向性を示すものだと思います。市長

はこれから観光を基幹産業としてさらなる発展に全力を尽くすと発言していま

すが、新しい基本構想及び基本計画での観光事業の位置づけをお聞かせくださ

い。 

続いて、人口減少についてお聞きします。市長は人口減少についてはやむを得

ないと考えられ、身の丈にあった施策で住民サービスを維持するという考えで

はありますが、少しデータから人口減少の特に社会減について考えてみたいと

思います。 

 本市は 2013年に転出超過数日本一という不名誉を全国にとどろかせてしまい

ました。その後 2015 年に同水準を記録しているものの、社会減の推移はやや改

善方向にあるといえます。一方で、2011 年頃から始まった自然減の推移を見る

と、近年では 1,900 人前後で推移していたものが、2017 年には 2,200 人を超え
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る自然減となっています。人口減は全国的な問題ではありますが、ただ手をこ

まねいて見ているわけにはいきません。 

 まず、社会減について分析をしていきます。リーサスの年齢階級別純移動数の

時系列推移を見ると、20 歳代から 30 歳代前半までの減少が著しく、この世代の

転出が多いことがわかります。これは今に始まったことではなく、本市において

はリーサスのデータがある 2000 年から同様の傾向が続いています。そこで質問

します。本市において20歳代の転出が多いことについて、これまで傾向の分析、

これに対する対策等を検討したことはあるのでしょうか。 

 現在、三大都市圏では、東京圏の転入超過は続いていますが、名古屋圏、大阪

圏では転出超過が 6年連続で起きています。やはり名古屋圏や大阪圏でも 20 歳

代の転出が増えており、特に名古屋圏では若い女性が転出超過となっており、そ

の中心都市である名古屋市では若い女性が大幅な転入超過であるそうです。サ

ービス経済化が進んでいく中で、地域経済においても、郊外に住む若者がサービ

ス業の発達した地域経済の中心都市で就業する動きが広まっているということ

です。本市においても、東京圏に含まれることから東京の一極集中が続き、若者

が東京へ就業するというのが一般化しています。名古屋圏、大阪圏などの状況を

踏まえると、サービス業などの企業誘致を行い、若者、特に若い女性の流出を止

める必要性があると考えますが市長の考えをお聞きします。 

 本市において、20 歳代から 30 歳代の転出超過が続くのは、東京で就業する人

が、通勤の不便さからより近い場所に引っ越すことによるものが多いのではな

いでしょうか。例えば、本市に対する転入数・転出数の上位は 2018 年実績では

1位がともに横浜市金沢区、2位に三浦市です。金沢区は転入数 646 人に対して

転出数は 928 人、一方三浦市は転入数 497 人に対して転出数は 354 人となって

います。金沢区に対しては転出増、三浦市に対しては転入増ということから、よ

り都心に近い場所へ転居する人が多いのではないかと伺えます。市長はこうし

た状況についてどのようにお考えでしょうか。また、これに対してどのような対

応を検討しているのでしょうか。伺います。 

近年、働き方やビジネスモデルも変革しつつあり、情報通信の飛躍的な向上

に伴い、本市でも取り組みが見られるクラウドソーシングのように遠隔地で

も会社にいるのと同様に働くことが出来つつあります。ＩＣＴを活用した在

宅勤務により、本市の誇る自然環境に身を置き、子育てや趣味を充実させ、地

元文化に触れながら通勤の負担を回避し仕事をするといったスタイルは今後

も注目されるのではないでしょうか。 

総務省は、地方創生や働き方改革を進める一環として 2016 年から、指定す

る都道府県で「おためしサテライトオフィス」という支援事業を実施していま

す。 
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通勤の不便さや、子育て・介護などの必要性により、都心での仕事に就けない

方々にとって理想的な仕事スタイルであり、地方都市の優秀な人材確保や育成

など、雇用の場を広げることにもつながるものと思います。 

また民間では、大手百貨店の高島屋が都内 12 か所、全国で計 20 か所にサテ

ライトオフィスを設置することで、地域で雇用を創出し、人材を育て、地

域の活性化や消費増を目指しているそうです。本市の抱える「働く場の減

少」にとって、こうした取り組みは課題を解消する策の一つとして有効ではない

かと思います。そこで、本市でもサテライトオフィスの受け入れ体制を

整え、首都圏の企業に対して誘致を行ってみてはいかがかと思います

が、市長のご所見をお聞かせください。 

 続いて社会減を考えるうえで本市の産業について分析してみます。本市の産

業の付加価値額、つまりその事業が社会にどれだけの価値を提供しているかと

いう数字を見ると、製造業、医療・福祉、卸売業・小売業などが高い数値を示し

ています。卸売業・小売業の事業所数や従業員数が多いことも本市の特徴である

と考えられます。一方で特化係数、つまりは地域内の産業がどれだけ特化してい

るかという数字を見ると教育・学習支援業、生活関連サービス業・娯楽業、漁業

などが高い数値を示します。これらの産業が全国傾向よりも構成比が大きくな

っており、特徴的な産業ということです。そこでお聞きしますが、これまで企業

誘致においてこうしたデータに基づいた誘致を行ってきたのでしょうか。お聞

きします。 

 さらに、企業誘致についても新たな考え方をもっていかなければならないの

ではないでしょうか。すでに、企業誘致をする土地は限られています。また、北

九州フェリーの就航などを考えると、新たに海からの道路が作られるようなも

ので、物流拠点としての広大な敷地も必要となってきます。物流拠点としては高

速道路などに直結する場所が好ましいところです。ナショナルトレーニングセ

ンター（NTC）との関係もありますが、Y-Heart 地区への企業誘致を進めること

も検討する必要があると考えますが、市長の考えをお聞きします。 

 また、医療・福祉分野などは、近年働き手の確保が厳しくなっています。そう

した状況を踏まえ、市長は働き手の確保のためネパールに注目していると思い

ます。昨年、市長自らネパールを訪問し、バラトプル市と覚書を結んできたと聞

いていますが、今後どのような形で就業に結びつけていく考えでしょうか。お聞

きします。 

 

 続いて自然減についてお聞きします。高齢化による老年人口の増加と併せて

死亡数の増加はやむを得ない点はありますが、生産年齢人口や年少人口の減少、

併せて出生数の減少は著しいものがあります。国立社会保障・人口問題研究所の
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日本の地域別将来推計人口のうち男女・年齢(5 歳)階級別の推計結果一覧では、

2045 年には、本市の人口は 29 万人と予想されています。封鎖人口を仮定した場

合、つまりは人口移動を含まない自然増減のみで計算すると 31 万 3 千人と予想

されています。本年 1 月 1 日の推計人口が 39 万 3 千人ですから、つまり自然減

で 8 万人減少することになります。こうして考えると自然減についても何か手

立てを講じなければいけないと考えますが、市長はどのようにお考えでしょう

か。お聞きします。 

 自然減を考えるうえで医療についてお聞きします。 

 まず、医療を考えるうえで診療報酬体系の見直し方針を考えなければいけま

せん。2025 年には、後期高齢者の割合が 20%台に増え、2040 年には少子高齢化

が進み、社会保障費の捻出が困難になるといわれています。こうした状況を踏ま

え、2040 年を展望した地域医療構想に着手しなければなりません。まず地域医

療構想では、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに需要と必要

量を定めていく必要があります。昨年 9 月に厚生労働省が「再編統合が必要と

された 424 病院の実名」を公表し、その中に本市の市民病院が含まれていまし

た。今年で 5 回目を迎えた「よこすか・みうらの地域医療構想を考える」会議で

は、2025 年には高度急性期病棟は 10 年間で 6割減少し、逆に回復期病棟は 5倍

に増加すると想定されています。一方で、医師の働き方改革の視点から、連続勤

務時間制限を 28 時間とし、勤務と勤務の間のインターバルを 9時間とするそう

です。 

この基本的視点から2020年の診療報酬改定に現れる５つの個別事項につい

て検討する必要があると考えられます。 

１． 診療報酬の基本ポイントであった 7対 1の入院基本料の見直し。 

２． 地域包括ケア病棟は病床機能区分の急性期と回復期の主流となる病棟が

求められる。 

３． 回復期リハビリテーション病棟では入院料の見直しが行われ、高い点数

がつけられるようになった。 

４． 今後、急性期医療を担う病院は特化して、多くの病院が取り組む目標とは

ならなくなる。 

５． 療養病床と介護医療院の今後。 

の５つです。これらの周辺の環境変化から、久里浜に建設予定の新病院には、今

後の診療報酬改定の変化に柔軟に対応することが求められます。そこで、新病院

の基本設計にあたって、病棟の設計思想には、どのような病棟利用でも対応でき

るような、ユニバーサルな設備仕様を考慮する必要があると思いますが、市長の

考えをお聞きします。 

 次に、がん対策について伺います。 
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本市では昨年「がん克服条例」が成立しました。死亡原因のトップにある「が

ん」を早期に発見し、また早い段階で予防策を講じることで、市民の命を守る条

例となったことは大変評価したいと思います。また、本市では地域包括ケア支援

システムが整備され、医療機関、介護事業者、地域資源となりうる団体の皆さん

のご尽力により、患者さんやご家族の支えも充実しています。早期発見、緩和ケ

アとそれぞれが充実し、安心感も向上しつつある一方で、その中間にあたる「治

療」という観点が手薄になっていると感じます。平成 27 年 12 月に厚生労働省

は、がん対策加速化プランを策定し、「がんの予防」「がんの治療・研究」「がん

との共生」の 3 本柱の推進を提言しています。そこで伺います。本市にはがんの

拠点病院は１つですが、市が設置する市民病院は２つあり、それらが連携し、地

方自治体でも取り組みが可能と思われる「治験の推進」により、地域医療のさら

なる充実を目指すことは、本市にとって大変有益なことと思いますが、市長の考

えをお聞かせください。 

本市の「がん克服条例」では中学生を対象としたピロリ菌検査と除菌という独

自の取り組みを始めました。しかし、今年度の中学生の検査の参加率は 56%と聞

いています。この受診率の低さは、保護者の胃がんとピロリ菌に対する正しい知

識が不足しているのではないでしょうか。 

日本人がピロリ菌の検査をやらなければならない理由は、東アジアの人たち

が持っているピロリ菌が、欧米の人たちの持っているピロリ菌の７倍から８倍

くらい悪性度が高いからです。つまりは、すごくがん化しやすいのです。朝鮮半

島、日本列島、そして中国東北部やモンゴルにいる人たちが、悪性度が高い菌種

のヘリコバクターピロリ菌に持続的に感染しています。 

ピロリ菌に継続感染していると、胃の粘膜が萎縮して、いつがんになってもお

かしくない状態になります。その状態からいずれガン化していくことが多いの

です。 

 こうした状況を踏まえ、中学生を対象としたピロリ菌検査と除菌をどのよう

に進めていくのか、今後の方針についてお聞かせください。 

また、子宮頸がんとヒトパピローマウィルスワクチン（ＨＰＶ）の知識も紹介

されていません。子宮頸がんと診断されて円すい切除している人の数を見ると、

非常に大きな課題といえます。 

また、中咽頭がんはＨＰＶ由来である可能性が非常に高いと言われており、 

中咽頭がんの 6割程度がＨＰＶ由来というデータもあります。 

50 症例以上の口腔内洗浄廃液（うがい液）を回収して解析を行うと、なんと外

来受診患者の 20％程がＨＰＶ陽性だったという結果があります。 

 現在、子宮頸がんワクチンについては積極勧奨を行っていません。しかし、こ

うした状況も踏まえると対策は急務です。ここで必要とされるのは検診です。し
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かし、受診率はいまだ低いままです。この一つの要因として学校教育の現場で、

ガンの知識についての教育がうまく機能していないことが考えられます。がん

の知識は保健体育の授業ではわずかな時間しか行われていません。市の重要な

施策に合わせた教育が行われる必要があると思いますが、教育長の考えをお聞

きします。 

 

次に、福祉政策についてお聞きします「上地市長は、音楽・スポーツ・エン

ターテインメントにばかり力をいれていて、福祉には冷たい」というような言

葉を耳にすることがありますが、私たちはそうは思っていません。 

市長が、当初から掲げる「誰も一人にさせないまち」や施政方針で今年を表

す漢字に「仁」を選ばれたことからも市長の「福祉」への熱い想いを感じるこ

とができます。要は、市民に対して、そういった思いや実際の取り組みをきち

んと発信してこなかったことが問題なのではないでしょうか。そこで、市長の

「福祉」に対する思いと、それを実現するために具体的にどういった施策を展

開していこうと思っているのか、改めて伺います。 

市長は障がい者の雇用政策にも取り組んでいます。以前より特例子会社の

誘致を進めてきた本市において上地市長就任前は平成 23 年度に設置された 1

社であったのに対し、就任後は毎年増えており、1年目にドコモプラスハーテ

ィ、2 年目はパーソルサンクスが事業所を設置しました。その結果現在 40 名

の障がい者が特例子会社で仕事をすることにより、働く本人はやりがいを感

じ、支えるご家族は安心していると聞いています。 

また庁内のワークステーションについても 3 名のスタッフを倍に増員する

と聞いています。そこで、障がい者雇用における今後の展開についてどのよう

に考えているのか市長の考えを伺います。また、平成 30 年 6 月にパーソルサ

ンクス株式会社との農福連携協定を締結されましたが、横須賀市として能動

的にサポートしている実績はあるのでしょうか。また農福連携の付加価値を

高めるためにも福祉部障害福祉課以外の経済部農業水産課などとも横断的に

連携を図りユニバーサルな働き方の推進を図ってはいかがでしょうか。お聞

きします。 

次に、障がい者に配慮した公園のあり方についてお聞きします。現在、本市

の公園面積はご存知のように市民一人当たりの面積では県内上位です。これ

までも街区公園のあり方については議論されてきた中、新しい遊具の入れ替

えや公園内の整備など少しずつ前向きに動き始めていると思います。一方で

多くの人に楽しんでもらう場所としての整備はこれからも必要だと思います。

そのような中で障害のある方が利用できる公園としての整備が現在不十分だ

と思います。特に障害のある子どもたちが遊ぶのに適切な遊具がある公園は
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現在ありません。国土交通省によると 2006 年施行のバリアフリー新法に基づい

て、園路の幅を車いすで通れるようにするなどの基準があるものの、遊具は安全

性についてのガイドラインだけで、遊具の内容は各自治体が決めているのが現

状です。共生社会に向けて障害のある方が外に出て自由に遊べる環境作りを本

市としても促進すべきと思いますが、市長の考えお聞かせください。 

 さらに、音楽・スポーツ・エンターテイメントは、誰もが楽しめなくてはいけ

ません。自民党が推進しているボディソニック等を利用した聴覚障がい者が音

楽を楽しむ機会の創出は一昨年トライアルを実施し、継続的に研究していると

聞いています。では、スポーツはどうでしょうか。本市には、毎年、全国障害者

スポーツ大会などに出場する選手も存在します。しかし、障がい者スポーツはス

ポーツ振興課の所管ではなく、普及にはまだまだ不十分といえます。近年では、

障がい者スポーツの認知度の高まりから、障害のあるなしにかかわらず一緒に

プレーする機会も増えてきています。市体育協会とも連携し、障がい者スポーツ

のさらなる普及を進めるべきと考えますが、市長の考えをお聞きします。 

 

 次にコミュニティについてお聞きします。 

 施政方針でも述べられている通り、谷戸が多い本市では地域の助け合いによ

り暮らしてきた風土があります。しかし、少子高齢化及び人口減少という現実に

対応するためには、様々な分野における検討が求められます。町内会・自治会も

また同様であり、地域を基盤とした絆をより一層強くしていく必要があります。 

 例えば、町内会・自治会の重要な役割として、防災、防犯、環境美化などが挙

げられますが、このような役割を実効性あるものとして進めていくためには、一

定のマンパワーが必要となります。市民部が発行している「町内会・自治会活動

ガイド」によると、世帯数の規模として、約 300 世帯から 800 世帯までが効率的

である旨の記述があります。世帯数が少なくなった町内会・自治会においては、

今後の継続性を確保することを検討する必要があると思いますが、これらの状

況をふまえて、現状における町内会・自治会の数、地区連合町内会のまとまりに

ついて、市長はどのように見ているのかご認識をお聞かせください。 

 昨今の多様化する災害ではコミュニティの結びつきが重要です。防災につい

て考えると地域や社会の変化も考慮していかなければなりません。コミュニテ

ィを共存意識と連帯感をよりどころとする集団ととらえた場合、防災にかかわ

るコミュニティは、狭い地域を有する地域コミュニティばかりではありません。

あらゆるコミュニティが連携をとれる体制、また、広域化も考えられますが、市

長の考えをお聞きします。 

 また、市長は特色ある地域づくりも進めており、田浦の市営温泉谷戸住宅跡地

をリノベーションして「アーティスト村」の創出に取り組んでいます。地域との
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コミュニケーションも図られ、一つの成果を出しています。しかし、市民の皆さ

んにはこの取り組みが浸透していないように感じます。作品展を行うなど、さら

に市民に周知する必要もあると考えますが、いかがでしょうか。お聞きします。 

先日、新たに現代芸術家の山本愛子さんが入居するという報告もありましたが、

アーティスト村には様々なジャンルのアーティストに住んでいただくとしてい

ます。今後はどのようなアーティストを想定されているのでしょうか。また、何

人くらいのアーティストの入居を予定しているのでしょうか。お聞きします。 

 そのほか、汐入小学校で行われているスクールコミュニティも順調に進めら

れています。地域の代表が放課後に昔遊びなどの活動を通して、高齢者と子ども

たちの親睦が図られています。新たなコミュニティの形として期待していると

ころですが、防犯の観点と 1 教室という狭い空間から参加できる人数が限られ

ているそうです。来年度は３校に増やすということですが、一部の参加者だけに

負担がかかることなく、高齢者と子どもたちが広く交流を持てる仕組みづくり

を構築する必要があると思いますが、市長の考えをお聞きします。 

 

 続いて子育て施策についてお聞きします。 

 今年度 4 月の待機児童数は 70 名でしたが、そのうち 1 歳児が 60 名というこ

とでした。待機児童数は幼保無償化の影響もあり、無償であれば仕事に出たいと

いう家庭も増え、これまで以上に待機児童数の増加が見込まれています。本来で

あれば、地域の差はあるものの、本来定員数に至っていない施設もあることから

現在の市内の幼稚園、保育園、こども園ですべての児童が受け入れられるはずで

す。しかし、保育士の不足などもあり、定員数を下げざるを得ない施設もありま

す。そこでお聞きしますが、保育士の増員のため、本市として新たな取り組みな

どは検討されていないのでしょうか。 

特に３，４，５歳児は余裕があるものの、1 歳児の待機児童数が増えている

現状では早急に対策を講じる必要があります。各園でも、様々な対策を講じて

いると思いますが、こういう時こそ公立保育園の役割が重要です。例えば、公

立保育園で 1 歳児を重点的に受け入れるといった体制をとれば、余裕のある

３，４，５歳児を民間で受け入れてもらって待機児童が解消できると考えます

が、いかがでしょうか。 

 令和 4 年に（仮称）中央こども園が整備されるにあたり、地域子育て支援拠点

として、愛らんど、ファミリーサポートセンター、病児・病後児保育の設置が予

定されています。共働き家庭やひとり親世帯が多い本市において、子育て世代が

安心して働ける環境づくりが進むことは非常に大切なことです。 

再興プランの中では病児・病後児保育施設を現在の 1 か所から 3 か所に増

やすとしています。現時点では病児病後児保育施設はうわまち病院のみで人
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口に対する施設の数は全国平均よりも少ないため、利用が殺到しているのかと

思いきや、実際の利用率は約 20％しかありません。 

利用率が低い要因の一つに予約時の手続きが複雑で、時間がかかるという声

があり、予約やキャンセルの受付も施設の開始時間後にしか行うことができな

いため、子どもを預けたいながらも朝急いでいる利用者のニーズに対応できて

おらず、利用者にも現場にも混乱が起こっている課題があります。 

それらの課題を解消し利用率を高めるためにもタイムリーに予約やキャンセ

ルができるアプリの導入が検討されているとのことですが、すでに導入するシ

ステムは決まっているのでしょうか。伺います。 

導入を検討する際に忘れてはならないのは、今後 3 施設に増えた後でも各施

設間で連動して使うことのできるシステムの体制作りは必須だと考えます。 

また予約の際にも SNS とも連動して予約の簡略化を進めるなど、時代にあった

使い勝手の良さと将来の計画も見据えた選定を行う必要があると思いますがい

かがでしょうか。お聞きします。 

 

 次に観光立市推進に向けた取り組みについてお聞きします。 

観光を基幹産業として進めることに我々も観光立市推進条例を作った議会と

して一緒になって全力で取り組まなければいけないと思います。観光を産業と

して確立するには多くの課題があると思いますが、市長は観光地としての本市

の現状の課題をどのようにお考えかお聞かせください。 

観光都市というイメージは歴史のある文化や街並み、建造物、自然環境等があ

りますが、本市には豊かな自然や、他の地域にはない価値ある歴史などが存在し、

市全体が魅力的な資源の宝庫となっています。これらの地域資源を広く内外に

広め、観光を新たな産業の大きな柱として成長させていくことを目的に、横須賀

市観光立市推進条例が施行されています。 

私は、本市の観光イメージを美しい、きれい、面白い、楽しい、ワクワクする

などこの街を訪れた人が五感で感じてもらえる街づくりに取り組むべきである

と思いますが、市長は本市の観光都市としてのあるべき姿をどのようにお考え

でしょうか。市長の考えをお聞かせください。 

また、本市には、観光宣伝及び観光客の誘致並びに観光客に対する情報提供

を行うとともに観光関連事業者と密接な連携を図ることにより、観光事業の健

全な発展を促進し、もって横須賀市の地域経済の振興及び文化の発展・向上に

寄与することを目的とし、一般社団法人「横須賀市観光協会」が平成２７年に

設立され、外郭団体白書 29 年度決算版では、よこすか YY のりものフェスタ、

よこすか開国祭、よこすかみこしパレード、日米親善よこすかスプリングフェ

スタ、日米親善ベース歴史ツアー、海上自衛隊田戸台分庁舎一般公開などの業
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務委託料として 5,100 万円余、補助金として 1億 3,800 万円余が助成されて

います。 

市長は施政方針の中で、「横須賀市が進むべき道は、観光業を成長させ、

新たな主要産業に押し上げていくことであると考えています」と仰っていま

す。 

 このような状況の中、市長が本市に於ける横須賀市観光協会に期待するもの

はどのようなことかお聞かせください。 

また、設立後５年が経過する中で、横須賀市観光協会の役割を見直すべき

時にきているのではと思いますが、市長はどのようにお考えかお聞かせくだ

さい。 

 来年度にはルートミュージアムガイダンスセンターも開業し、本格的に観光

に力を入れていくことになります。ヴェルニー小栗祭でも StreetMuseum という

VR を利用した観光案内のアプリなども紹介されました。しかし、アプリをダウ

ンロードするには Wi-Fi 環境が重要で、多くのデータをダウンロードするには

フリーWi-Fi の整備などが必要です。昨年 12 月には、横須賀・三浦の 9 つの商

店街で NTT 東日本と連携してフリーWi-Fi の整備が行われましたが、アプリをダ

ウンロードする可能性が高いヴェルニー公園などには整備されていません。今

後、ガイダンスセンターには配置されるということですが、観光による集客を進

めるうえで各観光スポットへのフリーWi-Fi の整備が急務と考えますが、市長の

考えをお聞きします。 

さらに、ルートミュージアムと併せて、本市の観光の目玉となっているのが

サブカルチャーを利用した集客です。ポケモンＧＯやワンピース、センスアイ

ランドなど、民間企業とコラボレーションした仕掛けは、これまで横須賀に来

たことがない人たちも来訪させ、経済効果も生み出しました。また、横須賀を

舞台とした「たまゆら」や「ハイスクール・フリート」などアニメによる横須

賀の魅力の発信も、ファンの心をつかみ盛り上がりを見せ、中には移住してき

た人もいる程で、サブカルチャーによる集客はまだまだ未知数の効果が期待

できます。企業の持つノウハウや人材、資金を活用することで、行政だけによ

る実施よりも、さらなる効果が期待できますが、民間企業だけが儲かるシステ

ムでは、本市の経済効果にはつながっていかないのではないでしょうか。しっ

かりと費用対効果を考え、より効果を生む企画を一緒になって作り上げてい

くことが必要だと考えますが、市長の考えをお聞きします。 

また、最近では、観光の目的地を Instagram などの SNS から探す観光客も

増えています。美しい風景写真などは、無名の場所を一躍観光地にすることも

あります。これまで本市でも横須賀フォトコンテストなども実施し、魅力的な

風景やイベント情報を発信していますが、こうした事業こそ民間企業の力を
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活用してみてはいかがでしょうか。フォトスポットの発掘や演出などにより、新

たな観光スポットの発掘につながることもあると思いますが、市長のご所見を

伺います。 

さらに、ルートミュージアムのさらなる演出として、普段は観覧できない時間

帯や観覧できないスポットなど、写真撮影と併せてツアーすることで、これまで

本市では実現できなかった観光ルートを創出できる可能性を秘めています。ラ

イトアップされた夜の記念艦三笠や横須賀美術館などのナイトミュージアム、

ルートミュージアムの拠点となる夜のヴェルニー公園なども今までとは違う観

光スポットとなりうるでしょう。スマートフォンの普及により、気軽に写真が撮

れるようになり、写真に特化した観光も新たな魅力となると考えますが、市長は

いかがお考えでしょうか。 

横須賀を観光という視点からとらえた時、海は貴重な財産であり、可能性の宝

庫です。その中でも西海岸の景観は欠かすことができません。これまでも、様々

な場面で申し上げてきましたが、相模湾越しに望む富士山と夕日のコントラス

トは世代・国籍を超えて多くの人々を魅了します。また、民間のマリーナも点在

し、遊ぶ空間も十分に整っています。これらの価値をさらに高めていくためには、

「食べる」という魅力を高めていくことが有効であると考えます。 

例えば、佐島には東京・横浜でも高値の付くブランド価値の高い魚介類があり、

西海岸を訪れた観光客が佐島に寄っていただいた折には、こうしたブランド価

値の高い魚介類をおいしく食べ、お土産に持ち帰って「また来たい」と言ってい

ただけるような仕組みを作っていくことが必要です。つまり、漁業の６次産業化

の充実と拡大こそが地域の活性化のカギとなるのではないでしょうか。 

すでに小規模ながら、６次産業化の取り組みを行っているケースもあります。

この取り組みは貴重な地域資源でありますが、あくまで個別のもので、全体的な

広がりに繋がっていないのが実情です。 

そこで、個別に展開されている漁業の６次産業化を地域全体の取り組みに発

展させることについて、市長の観光政策を含めた考えをお聞かせください。 

もう一つが漁業の広域連携です。近年の水揚げ量は、温暖化など様々な要因に

より減少傾向にあります。さらに、後継者不足もあって漁業者数も減ってきてい

ます。このような厳しい状況を打破するためには、２つ以上の漁港がそれぞれの

持ち味を活かし、不足している部分を相互に補い合い、扱う食材を充実させ、観

光の魅力を高めていくことも必要だと考えます。漁業者がワンチームとして魅

力を高めるための広域連携の可能性について、市長の考えをお聞かせください。 

また、観光客の男女比を調べると、圧倒的に男性の割合が高い状況ということ

ですが、それを悲観することはないと考えます。本市は近代産業により栄えてき

ました。かつて、職工さんなどが多く暮らした本市には、大衆酒場文化がいまだ
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に残っています。若松町や米ガ浜には多くの大衆酒場が残っており、市外から

月に数回通ってくるファンも多くいます。中には泊りがけで酒場巡りをする

人もいます。横須賀ホッピーや横須賀湯豆腐など大衆酒場から生まれた文化

もあります。こうした大衆酒場を舞台として観光企画を立てることも、男性観

光客を呼び寄せるツールとなると思いますが市長はいかがお考えでしょうか。 

また、大衆酒場といえば夜の賑わいです。これまで学会やスポーツ大会など

の際にも、市内の飲食店の協力を得ながらおもてなしを行ってきましたが、宿

泊客向けの夜の観光マップなどを作ることも一つの案であると考えますが、

市長の考えをお聞きします。 

 近年、台風をはじめ全国各地で災害が多発しています。本市においても、昨年

の台風15号により日本遺産にも指定されている逸見波止場衛門の屋根が破損し

ました。本市は残存する歴史的建造物も少なく、また、軍港という歴史の中で歴

史的・文化的資料も自衛隊所有のものが多く、本市所蔵の資料も充分とはいえま

せん。昨年、視察を行った箱館奉行所は写真をもとに復元されましたが、写真に

写っていない部分については再建されませんでした。12 月定例議会でも、わが

会派の渡辺議員から住友重機械工業の建造物を解体前にデジタル資料として保

存すべきとの提案をさせていただき、教育委員会で早速撮影を行ったと聞いて

おります。 

 後世へ本市の歴史、資料を残すためにも建物や紙資料をデジタル化して保管

することも必要と考えますが、市長の考えをお聞きします。また、すでにデジタ

ル化した資料もあると思いますが、現在のデジタル化の進捗状況はどれくらい

なのでしょうか。お聞きします。 

 

次にスポーツ振興についてお聞きします。 

今年はご承知の通りオリンピックイヤーです。 

本市も横浜 DeNA ベイスターズ、横浜 F・マリノス、ウインドサーフィンワ

ールドカップと様々なスポーツが間近で見られる環境が整いつつあります。

また、来年にはねんりんピックも神奈川県で開催され、本市でも卓球と閉会式

が開催されます。本市のスポーツはさらに盛り上がりを見せることでしょう。 

また、自民党としても推進してきたスポーツ能力測定会の開催なども実施

されることとなり、より子どもたちに合ったスポーツの機会が創出されるこ

ととなりました。そこで質問ですが、それぞれのスポーツの適性が分かった時

に、学校教育の場でもその適性を伸ばす教育を進める必要があると考えます

が、教育長の考えをお聞きします。 

また、少年期スポーツ障害予防対策も実施されることとなりましたが、対象

となるのは本市に本拠地を置くプロスポーツがある野球とサッカーの 2 競技
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に絞られています。プロスポーツチームの協力を得るということですが、スポー

ツ障害予防などの対応も球団トレーナーや医師会、体育協会などの協力を得な

がら進めていくという考えでよろしいでしょうか。また、今後他のスポーツにも

勧めていく考えはあるのでしょうか。お聞きします。 

さらに子どもたちのリズム感を養うことで運動時のけがの防止や運動能力の

向上を目指し、スポーツリズムトレーニングの普及を３校から 5 校まで拡充し

ていくとしています。本市にも拠点を置いていたこともあり、指導を行うディフ

ューザーやインストラクターはある程度の人数が確保できるとは思いますが、

今後さらに実施する小学校を増やしていくためには指導者の育成も必要と考え

ます。資格取得の費用について、補助を出す等の考えはおありでしょうか。お聞

きします。 

次に、スポーツ振興における教職員の働き方改革についてお伺いします。 

本市の中学校の部活動はご存知のように教職員が部活動の顧問をしており教

職員の超過勤務の原因の一つともいわれています。中学校の部活動は顧問がい

なければ対外試合ができないため教職員が顧問を務めることとなっています。

一方で、中学校の部活動は子どもたちの体力向上、競技としてのスポーツ振興で

あることから多くの子どもたちが望んで参加をしている現状です。また、自分の

望む部活動が学校になかったり、指導者不足であったりなど課題も多くありま

す。市長の公約でもある本市のスポーツ振興を促進するためにも子どもたちの

運動環境を整える必要性があると思いますが市長、教育長の考えをお聞かせく

ださい。本市にはスポーツ振興及び体育振興の団体である横須賀市体育協会が

あります。市長もご存知のようにこの団体には多くの運動経験者や指導者の皆

さんが地域のスポーツ振興及び横須賀の体育振興のために行政と一緒となって

活動をしていただいております。そこで、お聞きしますが体育協会と連携をして

部活動の専門的な指導者を派遣してもらい教職員の負担軽減を図ってみてはい

かがでしょうか、市長、教育長の考えをお聞かせください。 

 

次に、浦賀奉行所開設 300 周年と周辺の整備について伺います。 

いよいよ今年は浦賀奉行所開設 300 周年の年となりました。これまで毎年の

ように質問項目に掲げ、また予算要望を行ってきたことがようやく実を結んだ

と感じています。 

記念事業についてはバラエティに富んだ事業が予定されており、私たち自民

党からの提案によってポップサーカスの招致も取り入れられ、300 周年に花を添

えるイベントになるのではと期待しています。 

かつて、我が国の開国の歴史に、大きな役割を果たした浦賀奉行所がこの地に

存在し、日本の発展に繋がった史実を、地元のみならず、市内全域に発信し、認
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知されることによって横須賀に対する誇りと深い愛情を育み、次の世代へと

継承していくことで、やがては街づくりの大いなる原動力に成り得るものと

期待しています。 

大いなる節目の年に行う一連の事業を、一過性のイベントで終えてしまっ

てはその期待も途絶えてしまいます。そこで伺います。地元の歴史を継承して

いくために、今回の 300 周年記念事業を終えたその後、どういった計画をお

考えでしょうか、市長の考えをお聞かせください。 

残念ながら浦賀に住んでいても、かつてこの地に奉行所が存在したことを

知らない方もいます。今回の事業の中にも小冊子の発行や出前授業などが盛

り込まれていますが、継承という意味では、特に若い世代にわがまちの誇りあ

る歴史を伝え、深い理解を得られるよう対策が必要と感じます。是非、小学生

をはじめ、若い世代に対し、継続性のある取り組みをご検討いただきたいと思

いますが市長の考えをお聞かせください。 

いずれにしても浦賀地区の活性化は本市にとって大変重要であるととらえ

ています。300 周年に限らず、新たな開発や、市長の掲げる海洋都市構想の重

要拠点として、ますます話題性が高まり、可能性あふれる地域であると感じて

います。 

そうなると、浦賀地区の治安維持についても検討が必要ではないでしょうか。 

間もなく、地域で長年愛され、治安を守ってきた浦賀警察署が移転します。

これまで地元連合町内会からも、警察機能の存続を求め、県に要望書が提出さ

れるなど、地元の関心ごととなっていますが、詳細については未だ正式な発表

がされておりません。 

300 周年を契機に今後より多くの注目が集まる中、浦賀の将来にわたる治安

維持に際し、警察機能の存続は必要不可欠と考えますが、市長は神奈川県に対

して警察機能存続に向けた申し入れなどはお考えでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

 

次に、経済振興とまちづくりについてお聞きします。 

来年度予算では、市内経済の停滞感を打破するため、「活力ある横須賀経済

の源となる社会基盤の整備」、「横須賀経済のポテンシャルを活かした稼ぐ力

の向上」、「横須賀経済を支える中小企業等の再興支援」、「横須賀の「おいしい

食」をいかした地域経済の振興」、「観光立市の実現に向けた環境作り」を計上

しています。 

先にも述べたように、本市の小売業は付加価値が高い業種です。その多くは中小

企業であり、商店街に位置する事業所も多くあります。賑わいのある街づくりで

重要なのが商店街の活性化です。しかしながら、様々な経営上の問題から主要駅
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周辺商店街はもとより地域商店街も年々減少傾向にあります。これまでにも、空

き店舗対策などの補助政策を打ち出してはいましたが、効果が出ているように

は見受けられません。このままでは賑わいのある商店街が無くなるのではと危

惧するところです。 

そこで、駅前再開発とは別の考え方として新たな空き店舗対策そして積極的

な、商店街活性化事業を展開する必要があると考えます。 

具体的には、空き店舗を活用した「マンスリーショップ」の展開です。 

創業を考えている未来の経営者のチャレンジの場として、また、新商品のマー

ケティングの場や製品のモデルルームとして、期間限定で場所の提供をする、新

たな商店街活性化事業の展開が必要と考えます。「チャレンジをするならヨコス

カで」というようなキャッチフレーズで賑わいにつなげる事業展開を市長はど

のようにお考えでしょうか。お聞きします。 

市長の目指すまちづくりの 3 つの方向性を実現させるために、４つの最重点

施策があります。その中でも最も重要なのが経済・産業の再興です。 

市長はこの施策の下、国道３５７の延伸、ベイスターズの拠点整備、YRP を中心

にとしたスマートモビリティの技術開発など民間企業が活動しやすい環境を整

えています。今後もスピード感を持って進めていただきたいと思います。 

 一方、再開発を伴うまちづくりはどのように進められているのでしょうか。 

積極的に進めるために新しい部署として「まちづくり政策担当部」を新設する予

定ですが、この担当部署の役割についてお聞きします。 

現在、追浜地区、中央地区、久里浜地区の再開発の計画が進んでいると承知し

ていますが、再開発終了後のまちのイメージがつきません。追浜地区については

グランドデザインの作成を行うこととなっていますが他の地区も同様にグラン

ドデザインを作成する考えがあるのでしょうか、市長にお聞きします。 

また、再開発を促進するために行政として、企業進出や商業振興につなげる支

援制度などが重要となると考えますが、市街地活性化の支援制度などはどのよ

うに考えているのか市長にお聞きします。 

さらに、中心市街地や拠点市街地の再開発の促進も進めることとしています。

すでに一昨年に横須賀中央エリア整備構想図を発表し、各エリアの再整備計画

も検討されてきました。平成 20 年に策定された横須賀中央駅周辺地区市街地総

合再生計画では、横須賀中央駅周辺の約 26 ㌶は昭和 56 年以前の旧建築基準法

の耐震基準により建てられた建物が約 7 割近く存在し、木造建築の１階床面積

が２分の１以上占める街区または木造建物棟数が10棟以上の街区は２割を占め

ています。 

 策定当時から現在まで大滝町２丁目地区の市街地再開発事業が完了するなど、

街区と一体化し、建物の更新を行うなど若干の進展はあったものの、耐震性や防
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火性には未だ課題があると思われます。 

 こうした建物を耐火・耐震建物へ、いち早く更新を行うためには、個別の建物

に対する助成にとどまらず、街区として一体的な更新を図る必要があると考え

ます。市長は、街区単位の一体的なまちの更新の必要性とその誘導策について如

何お考えでしょうか。お尋ねします。 

久里浜地区においては、新病院の建設に合わせて、その周辺計画を検討しな

ければなりません。新病院の建設予定地周辺には久里浜行政センター、南図書

館、南体育館、南処理工場跡地など行政機関の集積地でもあります。利便性も

併せて検討していく必要性があると考えますが、どのようなスケジュールで

施設計画を再検討していくのでしょうか。お聞きします。 

また、本市はヨコスカスマートモビリティ宣言を掲げ、逸見地区及び周辺で

ＡＩ運行バスの実証実験が行われました。今後は実証実験の結果を踏まえ、市

民にとって便利な移動手段を本市としても考えていかなければなりません。

しかし、ＡＩ運行バスの広がりにはまだまだ時間がかかることが考えられま

す。西地域においては、鉄道駅からは遠く依然としてバスに頼らなければなり

ません。横須賀都市計画マスタープランでは、西地域の幹線道路網の整備に合

わせた路線バスルートの再編や広域的で利便性の高い路線バス交通網の形成

を掲げています。横浜行の高速バスは、当初見込んでいたよりも多くの人に利

用され、本数が増便された経緯からもわかるように西地域においてバスは重

要な移動手段です。 

4 月からは県立大楠高校が再編により横須賀南高校として久里浜地域に移

ります。現在、西地域から久里浜方面に向かうバスは出ていません。市立総合

高校や横須賀南高校へ通学するには、鉄道駅にバスで向かい、電車に乗り、駅

からさらに歩いていくことになり通学に多くの時間を要します。私立湘南学

院高校では、西地区から通学する生徒のために山科台入り口に通学バスを2台

用意し、学校まで送っています。この状況はまさしく西地域の公共交通が不便

である表れです。 

令和元年度において、西地域から市立総合高校に通う生徒は 56 名、令和 2

年 4月に南高校へ通うことになる大楠高校の生徒は 32 名です。さらに、うわ

まち病院が久里浜地区に新病院として移転します。西地域からうわまち病院

へ外来している方は、平成 30 年度で 7847 人です。現在はバスでうわまち病

院へ通院できている方も、移転後はバス一本で通うことができません。また、

西地域と久里浜地域を結ぶバスは、市立の2病院をつなぐことにもなります。

そこで、市長にお尋ねします。民間企業ではありますが、市全体にバスを運行

している京浜急行バスに対して、人の流れが変化してきている、西地域から久

里浜地域での今後利用者が多く見込まれる区間において、新規バス路線の提
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案を積極的に行うべきと考えますがいかがでしょうか。お聞きします。 

本年 4 月の改正健康増進法の施行により、市役所はもちろんのこと、近隣の

オフィスビルなどでも喫煙所が撤去され、本市で唯一の行政関与の喫煙所であ

る市役所前公園の喫煙所は昼時になると喫煙者たちであふれてしまっています。

そんな折、1 月 23 日に総務省自治税務局より「令和２年度地方税制改正・地方

税務行政の運営に当たっての留意事項等について」が送付されました。ここでは、

令和 2 年度与党税制改正大綱において「望まない受動喫煙対策や今後の地方た

ばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が

積極的に屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする」とされたことから、

屋外分煙施設等の整備を図るため、積極的に地方のたばこ税の活用を検討する

よう示されています。本市のたばこ税収は 26 億６千万円と大きいにもかかわら

ず、周辺自治体と比べても喫煙所の数が少なすぎます。４月以降本格的になるた

ばこ難民に対して、早急な対応が必要と考えますが、市長の考えをお聞きします。 

 

次に、まちづくりにおける防災性の向上についてお聞きします。 

 昨年 12 月に三笠ビル商店街の後背地の斜面が崩落をしました。幸いにも人的

被害はなかったものの、一部の店舗は一時的に休業を余儀なくされるなど、少な

からず市民生活にも影響がありました。当該地区を含む一帯ではまちづくりの

検討が進められており、まちづくりにおける防災性について課題が露見する出

来事でした。そこで市長にお伺いします。本市には当該地のみならず、斜面地に

隣接した既成宅地が少なからずありますが、こうした斜面地の崩壊対策につい

ては神奈川県と市が協調して対策を行っていることと思います。しかし、先般、

逗子市池子では斜面地が崩落し、女子高生が亡くなるという痛ましい事故があ

りました。市民の命や財産を守るためにも、事故を未然に防ぐことや減災に努め

ることについて、本市として対策を強化する必要があると考えますが、市長は、

どのようにお考えでしょうか。 

また、三笠ビル商店街の後背地を含む一帯は神奈川県により、土砂災害特別警

戒区域に位置づけられようとしていますが、当該指定を受けることにより、恒久

的な防災措置を施さない限り、まちづくりが停滞する懸念があります。既成宅地

のまちづくりと隣接する斜面地の安全性については、全国的な課題といえます

が、このことについて、市長の考えをお聞かせください。 

さらに、昨年の台風 15 号、19 号では街路樹等の倒木も多く見られました。現

在の街路樹は栄養不足や菌類の感染で空洞ができ、強風に耐えられない樹木も

多く見られ、倒木などの災害になる前に処理する必要があります。これらは、倒

木調査などを行い、撤去も含めた方針を立てる必要があると考えます。また、道

路の低木植栽もすでに伸びすぎ、自動車から歩道を見た場合に、植栽が邪魔をし
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て歩行者の姿が見えず、交通事故の発生原因にもなっています。また、植栽の

維持管理費も年々増加傾向にあります。そこでお聞きしますが、市道の植栽に

ついて今後どのような方針で管理を行っていくのでしょうか。また、安全安心

の観点から撤去も含めた今後の方針をお聞かせください。 

特に、平成町の海岸道路は 1 万メートルプロムナードとして、地元の人達

以外にも、観光客も通行することになります。大きく広がる植栽により視界も

遮られますが、伸びきった雑草や低木に隠されるゴミなどは横須賀のイメー

ジダウンにも繋がります。植栽の撤去によりゴミの散乱が防止できた例もあ

ることから、様々な視点から検討すべきと考えますがいかがでしょうか。 

さらに、特に 1 万メートルプロムナードの海側の歩道については、歩道内

に自転車道も混在するため、狭い歩道上で歩行者と自転車の接触事故も考え

られます。自転車道と植栽とを併せて整備計画を検討する必要があると思い

ますが、市長の考えをお聞かせください。 

また、近年、様々な広域災害が発生しています。災害発生の際、市の災害対

策本部が市内全域の被害状況を把握するには多くの時間を要します。様々な

情報を入手できないまま対応すると、的確な指示を行うことが困難となって

しまいます。来年度予算では消防活動における情報収集体制の強化として、消

防活動用ドローンの導入が予定されています。しかし、それだけでは、大規模

な災害が発生した際には対応しきれません。 

そこで、被害状況や被災状況の把握について、ドローンを使える民間人と協

定を結び、上空からの映像で、いち早く災害対策本部が被害状況や被災状況を

把握できるように進めていくことも必要と考えます。 

三浦半島全域をカバーすることを目的として４市１町のドローン事業者や

ドローン愛好家に協力してもらい、（仮称）「災害被害お調べ隊」を結成しては

いかがでしょうか。お聞きします。 

本市が、以前、協定を結んだ団体が解散してしまったため、ドローンを使え

る個人や事業者と協定を締結し、長坂のドローンフィールドのさらなる有効

活用も目指す必要があると考えます。また、建物調査も必要であるので、久里

浜の南処理工場を練習フィールドにして、定期的な練習を行うことも視野に

入れてみてはどうでしょうか。お聞きします。 

 せっかくですので、ドローンについてもう一つ提案させていただきます。近年、

ドローンの価格が安価となり、誰でも飛行させることができるようになりまし

た。空撮や点検、測量、リモートセンシング、物流など幅広い用途に利用されて

います。本市においてもドローンフィールドの活用をはじめ、スマートモビリテ

ィ事業の一環として、猿島への配送などの実証実験もされました。 

 一方で、無許可飛行による墜落事故やイベントなどでの事故等により、その利
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用が不安視される声もあります。また、そうした不安視する声により、ドローン

に対する誤解が生じ、本来飛行許可を出す部署ですら、誤った認識により許可を

出さないこともあります。 

 本来、ドローンの飛行には、航空法、小型無人機飛行禁止法、道路交通法、民

放、電波法など守らなければいけない法律が数多くあります。本市においても、

人家の集中地域など、航空法によってドローンの飛行が制限される地区が多く、

本市でドローンを飛行させるためには国土交通省の許可を得る必要があります。

しかし、国土交通省の飛行許可を取得しても、誤った認識から本市においての飛

行を断られることもあります。他自治体ではドローンの飛行を制限する条例な

どが設けられているところもありますが、本市においては単純に制限するので

はなく、きちんとしたルールに基づいた飛行を促進する条例を作ることが必要

と考えますが、市長の考えをお聞きします。 

 また、条例の制定にはドローンフィールドを運営する経済部、観光を所管する

文化スポーツ観光部、消防用ドローンを採用する消防局、公園を管理する環境政

策部など、今後必要となる部局が連携して取り組む必要があると考えますが、市

長の考えをお聞きします。 

 ここで、スマートモビリティについてもお聞きします。 

 現在、YRP においてヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジを行っていま

す。先日 YRPで行われたスマートモビリティ・チャレンジ 2020 でも多くの企業、

研究機関が参加し、様々なスマートモビリティを目にすることができました。山、

坂が多い横須賀でこのようなイベントが開催されることは大変意味が有ること

です。『誰もが移動をあきらめない世界の実現を目指す』政策にもマッチした取

り組みです。 

 ご承知のようにヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジは横須賀をフィ

ールドとして、スマートモビリティを活用した新規ビジネス創出や社会的課題

解決にチャレンジすることを目的としています。横須賀から世界へと発信でき

る技術を創出していくためには、ビジネスマッチングにとどまらず、行政サービ

スとして必要なアイデアを創出していく必要があります。先日のスマートモビ

リティ・チャレンジ 2020 においても、高齢者の見守りなどの福祉分野、ドロー

ンの無線中継制御などウインドサーフィンワールドカップなどにも役立ちそう

な観光分野といった、多方面にも活用できる技術もあります。これからの時代、

どの分野にスマートモビリティが役立つかは未知数です。経済部にとどまらず、

他部局も積極的に研究していくとともに、スマートモビリティの枠組みに積極

的に参加することでより可能性が広がると思いますが、市長はいかがお考えで

しょうか。 

スマートモビリティに限らず、民間企業や研究機関、大学などとの連携は、こ
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れからの本市の発展にとって重要だと考えます。横須賀再興プランでも最重

点施策として、市内研究機関や大学との連携や民間企業との人材交流も挙げ

られていますが、いまだ市の施策としての連携が見えてきていません。今年度、

自民党としても市内の民間企業や研究機関などを視察し、どのような連携が

できるかの調査を行ってきました。国立研究開発法人海洋研究開発機構

（JAMSTEC）や電力中央研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

（NISE）など様々な研究機関や民間企業などが本市に拠点を置いています。す

でに、共同研究なども行っているものもありますが、本市から世界へ広がる研

究を一緒になって行っていくことは、本市の発展にも寄与します。これについ

て、市長の考えと再興プランに掲げた取り組みについての決意をお聞かせく

ださい。 

そこで、具体的な取り組みとして海洋プラスチック問題への対応について

伺います。 

 昨年の台風 15 号・19 号は千葉県内で大きな被害を与えただけでなく、東北地

方にかけて広範囲にわたり大きな被害を与えました。本市においても、屋根が飛

んでしまった家屋が多く発生したことは、記憶に新しいところです。              

三方を海に囲まれている本市では、台風以外にも普段から波浪による影響は少

なくありません。それは、漂着ごみの問題です。 

 例えば、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に見ることができるヴェル

ニー公園は、ＪＲ横須賀駅に隣接していて、市の内外から多くの観光客が訪れま

す。軍港クルーズも人気です。まさに、横須賀の玄関ともいえる観光スポットで

す。それが、台風 15 号・19 号の後、ヴェルニー公園前の海面が漂着ごみで埋め

尽くされました。漂着ごみの大半は本市で発生したものではなく、季節風や台風

で吹き寄せられたものです。これらの除去について漁業者や港湾利用者あるい

は港湾部の職員の皆さんが大変な苦労をされていることも承知しています。た

だ、近年、自然災害が激甚化している状況から、いつまた同じような状況が起き

ないとは限りません。 

大量の漂着ごみを迅速に回収するためには、本市だけで対応するのではな

く、東京湾に面する自治体、国、県など関係者が一体に取り組む必要があると

考えます。特に、漂着ごみについては、近年、世界で環境問題となっている漂

着ごみに紛れたプラスチックごみがマイクロプラスチックになり、世界の海

の環境を悪化させていることは、ご承知の通りです。 

観光から市を盛り上げていくためにも、この問題の解消は大事なことと考

えますが、市長の考えを伺います。 

また、関係者の連携という視点からさらに付け加えると、追浜にある

JAMSTEC との連携です。この研究機関が横須賀にある、ということは、この漂
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着ごみについて考えるうえで大きな財産であると考えます。是非、JAMSTEC と連

携して、この漂着ごみ、そして海洋プラスチックごみの除去について、横須賀発

の問題提起をしてみてはいかがかと思いますが、市長の考えを伺います。 

本市としての取り組みとしては、単に海岸清掃ということでなく、次世代の子

どもたちのことを考え海洋プラごみを意識したオール横須賀としての対策が必

要ではないでしょうか。海洋プラスチック問題について、市民の皆さん、町内会、

市内企業、業界・団体、研究機関、学校などと連携して、啓発運動を展開するべ

きと考えますが、如何でしょうか。併せてお尋ねいたします。 

海洋プラスチックごみ問題は、国連のＳＤＧｓで掲げられ、先のＧ２０では国

としての具体的な方針も示されています。環境省は海洋プラスチックごみ関連

対策費として今年度より 50 億円上積みして強化する方針を打ち出しています。

このような社会情勢の中、海洋都市ヨコスカとしては積極的に取り組んでいか

なければならない問題と考えます。 

市長の考えをお聞きします。 

 

次に、本市の人材育成及び適正な人材の登用についてお聞きします。 

本市では現在人材の育成について様々な取り組みを行っていますが、地方自

治体がこれから求める人材のあるべき姿を市長はどのようにお考えかお聞かせ

ください。 

私は、これからの自治体の人材は民間企業の考え方を取り入れることが必要

と考えます。現在もある程度は民間企業との人事交流は行っていると聞いてい

ますが、もっと具体的に企業の社員などの民間人材を活用することによって新

たな発想や仕事の組み立て方など行政職員とは違う視点を取り入れることによ

り職場及び仕事の活性化が図れるのではないかと思います。現在、全国の自治体

で企業の社員ら民間人材を兼業や副業の職員として採用が広がってきているよ

うです。厚生労働省が 2018 年 1 月に副業、兼業を促す指針をまとめたので容認

する企業が増えているようです。他の自治体では主に自治体の戦略的なプロジ

ェクトを担当している例が多いようです。市長も何事も人材と言われているよ

うに本市も検討するべきではないかと思いますが市長の考えをお聞かせくださ

い。一方で市職員の登用についてお聞きします。現在の本市の財政状況を考える

と国との関係をさらに密接にしていかなければならないと思います。国の補助

金のメニューも今以上に様々な研究が必要となりますし、その獲得は大変重要

ではないかと思います。そこで、お聞きしますが、補助金メニューを探し、国に

交渉する専門の人材が必要と考えますが、市長の考えをお聞かせください。 

 

 次に、新たなごみ処理施設（エコミル）の本格稼働に向けた交通安全対策及び、
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冬場の安定的な収集運搬について伺います。 

 横須賀ごみ処理施設は、横須賀市と三浦市が共同で「ごみ処理の広域化」を実

現する施設として、昨年 11 月から試運転を開始し、本年 3月より本格稼働を目

指しています。エコミルへは、市道坂本・芦名線の大楠隧道の平作寄りの交差点

から進入することになっています。 

 平成 26 年 8 月に土木部では、坂本・芦名線の午前 7時から午後 7時までの 12

時間を対象に交通量調査を行っています。その調査によると、小型自動車は約

5500 台、大型自動車は約 650 台、自動 2 輪車は約 500 台とされ、その数は両車

線ともほぼ同数とのことでした。 

 一方、エコミルに搬入する 1 日のパッカー車の通行台数は約 300 台を計画し

ており、加えてパッカー車以外の一般による粗大ごみの持ち込みも 1 日当たり

200 台から 300 台が想定されています。以上のことから、坂本・芦名線の交通量

は従前より格段に多くの車両が通行することになり、そこにエコミルへの右左

折が新たに加わることになります。 

 そこで、市長に伺います。通常の交通量に加え、エコミルへの搬入のための右

左折が恒常的に行われることになる坂本・芦名線の交通安全対策についての考

えをお聞かせください。 

 特に、坂本・芦名線の大楠隧道から平作に向かう車線は、カーブのため見通し

が悪いうえ、下り坂でスピードも出やすい危険な場所です。現在、試運転中のご

み搬入にあたり、すでに運転者からの「特に右折時が怖い」といった声も上がっ

ています。市長はこのような声をどのように受け止められるかお聞かせくださ

い。 

 また、当該地は、本市内陸部に位置し、市内でも降雪量が多い地域と認識して

います。坂本・芦名線では、平成 24 年度以降、除雪による通行止めの規制や除

雪の対応が４回実施されていることから、降雪時の安定的な運用を考慮する必

要について、計画はされているのでしょうか。 

併せて、エコミルへの進入はトンネル内も含め、長い勾配が続きますが、降

雪時及び路面凍結への対応についてはいかがでしょうか、お尋ねします。 

 

 次に、水道料金と下水道使用料の適正化について伺います。 

 水道料金は、平成６年４月に値上げした以来、これまで約 26 年間改定してい

ません。また、下水道使用料は、平成８年７月に改定し、平成 26 年９月までの

約 19 年間見直しませんでしたが、ようやく平成 26 年 10 月に値上げに踏み切り

ました。しかし、その改定から現在まで、すでに５年間が経過しています。 

 水道事業については、有収水量が減少し、ピーク時の収入から１/３が減少す

る厳しい経営環境の中でも、年々増え続ける経年劣化した水道管の更新や維持
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管理など、市民のライフラインを守り続けてきました。 

 私は、水道料金を 26 年間も改定してこなかったことは、ある面では経営努力

が実を結び、評価される面もあると思われる一方で、何故それほどの長期間にわ

たり値上げせずに、我慢できたのかという疑問は大いに残り、この部分について

は、世間でも、すんなりと評価されないのではと考えます。つまり、値上げする

事実に対する反応はあっても、26 年間我慢してきたことについては、誰も褒め

てはくれないということです。 

 また、市民には、水道事業と下水道事業における経営面の努力について、十分

な情報提供がなされていません。このような状況で、今後、料金値上げが必要と

なると、果たして市民の理解は得られるのでしょうか。 

 一般的な考えとしては、これだけ長期間値上げしてこなかったのだから、次回

の値上げは大幅なものになるのではないかと心配になります。 

 料金の改定というのは、長期間我慢して大幅に改定するのではなく、以前、上

下水道局長が議会で答弁したように、概ね３年から５年程度の間隔で見直すべ

きとの考えは、私も同感です。 

 そのためには、常に経営状況を公開し、併せて情報の提供を行い、その時々の

料金の適正化が必要であると考えますが、上下水道局長の考えをお聞かせくだ

さい。 

 

次に、総合高校の今後の在り方についてお聞きします。 

総合高校は平成15年に３校が統合され横須賀唯一の市立高校として開校しま

した。開校以来総合学科の特徴を活かし、キャリア教育、情報教育等に力を入れ

られています。 

平成 26 年に総合高校の在り方について、改革検討委員会を発足させ多くの議

論の下、答申がなされ、その中で今後の取り組みについて短期的取組と長期的取

組に分けて様々な取組が要望されていますが、その状況はどのようになってい

るのでしょうか。改革検討チームが毎年会議を開催し、検討、実施をされている

と承知していますが状況をお聞きします。 

今後ますます少子化が進み生徒数が減少することは目に見えています。近隣

の県立高校の統廃合が進められているのもその表れであると認識しています。 

そのような中で、総合高校を今後も継続していくには、さらに「選ばれる高校」

を目指さなければなりません。現在の総合高校は、特色である総合学科を開設し、

キャリアセンターやメディア室等特別施設の充実そして美術部やワープロ検定

部が全国大会で活躍するなどで、昨年の入試倍率は県内公立高校ではトップレ

ベルと聞いています。 

今後さらに選ばれるためには、教職員の人材交流が重要と思います。よく聞く
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「文武両道」のポイントはやはり指導する教職員にかかってくるのではない

でしょうか。 

唯一の市立高校でもある総合高校は職員のローテーションもできにくい状

況にあります。これを改善するためにも、県教育委員会の協力を得て、幅広く

人材交流を行う必要があると思いますが、教育長の考えをお聞きします。 

 

 次に、長井海の手公園ソレイユの丘の隣接地活用事業について伺います。 

 ご承知の通りソレイユの丘は、平成 17 年に開園した、本市で唯一の総合公園

として、年間70万人の来園者が訪れる西地区の集客の拠点でありますが、当時、

公園の新規整備としては日本で初めてと言われた PFI 事業を用いて整備され、

10 年間の管理運営が行われてきました。 

 その後、市は指定管理者制度を導入し、平成 27 年度から令和４年度までの８

年間の指定管理協定を締結してます。 

 そのような中、本市では、ソレイユの丘に隣接する国有地、約 3.3 ヘクタール

を取得し、現在の指定管理期間が終了する令和 4 年度を見据え、令和 5 年度の

リニューアルオープンを目指し、現在、鋭意事業を進めていると承知しています。 

 そこで、市長にお尋ねします。まず、隣接地を活用した整備・運営の方向性と

しては、既存の公園部分と一体として考えていくのでしょうか。 

 また、ソレイユの丘は、再興プランに掲げている事業であることは言うまでも

なく、広域的な観光拠点としての強化や地域資源の活用を見据え、さらなる官民

連携を推進すべく、昨年 5 月には、内閣府と国土交通省が新設した制度に積極

的に応募し、当時の片山さつき内閣府特命大臣（地方創生担当）から「PPP/PFI

地域プラットフォーム協定証書」を手交されるなど、まさに、上地市長が先頭に

立って強力に進めている事業と感じておりますが、本事業の現在の進捗状況は

どのような状況でしょうか、お聞かせください。 

 そして、本事業には、平成 29 年の都市公園法の改正により、民間施設との積

極的な連携を推進するために新たに創設された制度である「park―PFI」を積極

的に取り入れる予定と伺っています。 

 Park―PFI は、例えば民間事業者によるお洒落なカフェの設置など、公園の有

効活用や賑わいの創出に繋がる大変有効な手法であると認識していますが、昨

今、様々な公共事業に官民連携手法が導入される中、多くの成功事例や、時には、

後年の反省材料となってしまうような事例もあると聞いています。 

  そのような中で、市は、どのような施設の提案を民間事業者に期待している

のでしょうか、市長の考えをお聞かせください。そして、本市はどのような計画

をたて、そのスキームを立案していくのか、伺います。 

 また、先日、都市整備常任委員会では、他都市調査における視察項目として、
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park―PFI を活用した都市公園の利活用について、木更津市に赴き、調査を行い

ました。 

その中で強く印象に残ったのは、施設の魅力向上のために、民間事業者のアイ

デアを活用するためのマーケットサウンディング調査の重要性についてです。

このサウンディング調査を行うには、本市の事業コンセプトを正確に公募対象

事業者に伝え、事業者は自らのイメージやブランド力を どのように集客に繋

げるかという提案をしなければなりません。本市においては、現在、同調査を進

めている最中と聞いていますが、市長は、この重要なマーケットサウンディング

調査において、職員に対し、どのような指示をされているのか、お聞かせくださ

い。 

私たち自民党はこの事業が、単に公園の面積が増え、施設が増えるだけではな

く、西地域はもとより、三浦半島全域の活性化に繋がることを期待しているとこ

ろですが、市長は、民間活力として事業者に対して何を求めていくのでしょうか、

お聞かせください。 

 最後に昨年の自民党の代表質問の冒頭でお話ししたデッカー司令官を取り上

げながら、質問させていただきます。 

 全面リニューアルを行う中央公園の丘の上から、平成町を見渡すように第4代

米海軍横須賀基地司令官ベントン・ウェーバー・デッカー大佐の胸像が鎮座して

います。デッカー司令官は、横須賀基地の重要性を説き、商工会議所、婦人会、

赤十字会、福祉委員会、孤児院等の設立をはじめ、横須賀の工業の再生化、病院

改革、教育改革に取り組み、横須賀の基礎を作りました。 

平成 23 年の代表質問で自民党が取り上げるまで、戦後横須賀の発展に貢献し

てくれたデッカー司令官について取り上げられることがありませんでした。質

問があった当時は様々な媒体で検証されたようですが、その後はあまり検証さ

れていません。本市としてデッカー司令官の功績ついてどのように考えている

のでしょうか。お聞きします。 

もともとは市役所前公園にあった胸像を、整備にあたり中央公園に移転させ

たわけですが、今回の中央公園のリニューアルにあたっては、デッカー司令官の

胸像についてどのように考えているのかお聞きします。 

デッカー司令官が行った功績は、今まさに本市の課題として新たな取り組み

が必要なものばかりです。いち早くこの課題に取り組んだデッカー司令官は、横

須賀の恩人といっても過言ではありません。本市には４大国際式典があります

が、そのどれもが横須賀の発展に貢献した人物等を顕彰しているものです。戦後

の本市の復興を支え、発展へと導いたデッカー司令官についても国際式典を行

ってもよいと感じますがいかがでしょうか。 

デッカー司令官が戦後すぐに行った本市への施策は、まさに「仁」という言葉
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がふさわしい施策ばかりでした。そして、本市の現在の課題も同様です。市長

には、デッカー司令官のように、本市の将来を見据えた施策を立てていただき、

本市の活性化を進めていただきたいと思います。 

以上で一問目を終わらせていただきます。 


