令和３年５⽉１６⽇発⾏
５段階評価
１：基礎調査や⽅法を会派内で検討中

マニフェスト・政策提言 進捗全体表

２：提⾔や質問などの対応を開始
３：対応の結果、前向きの答弁あり
４：対応の結果、実現⾒込み
５：実現済 （予算化・事業化）

※ 本資料は、政策提⾔の８５項⽬に、代表質問・委員会質問を加えた全１２９項⽬についてまとめた資料です。
※ 市⻑の認識を伺うなど評価にそぐわない項⽬については進捗評価はおこなっていません。
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市の回答(要旨)
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B_委員会⼀般質問と答弁(要旨)
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予算措置

デジタル・ガバメント推進事業
R3年度

119,620千円

R2年度

22,045千円

2 現状
（１）従来どおり、私が旗振り
役になるとともに、令和2年度に
発⾜させたデジタル・ガバメン
1-1-1

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

1

市⻑が旗振り役となり、これまでのデジタル・ガバメント推進や業務の⾒直

ト推進室やICT戦略専⾨官を推進

しをさらに加速させ、超⾼効率の先進⾃治体を⽬指すこと。（新）

役に据え、デジタル・ガバメン

積極的に進めようとしている

4

今年の決算から実施される⾒通し

4

トの推進や業務の⾒直しをさら
に加速させます。
（２）令和2年度に⽐べ事業費を
拡充するとともに、組織として
も情報システム課と統合するこ
とにより、従前のシステムの⾒
直しも含めた市役所全体として
取組を拡⼤させていきたい。
１

事務事業の点検について

・まず、評価サイクルは現在の

新たな⼿法を検討
・事業評価⽅法の⾒直しを指⽰された
２

事務事業等の総点検と政策

評価の廃⽌について
政策評価につきましては、現
毎年度、部局統⼀の評価シートを⽤いた事務事業の点検を⾏い、それを決算
1-1-2

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

2

審査の際に議会に提出すること。⼀⽅、職員の負担軽減・評価活動の質の向
上の観点から、事務事業等の総点検と政策評価を廃⽌し、決算に⼀本化させ
ること。

在主に、外部委員の審議会にお

とのことだが、変更の時 期や⾒直しの
ポイント、評価時期のサイクル、また
他の事業評 価との統合はあるのかも含
めて、その後の検討状況を伺う。

いて市の政策に対して様々なご
意⾒をいただいているところで

・新たな事業評価シートは⼈件費も含

す。同時に、同審議会では地⽅

めたフルコストでの記載はもちろん、

創⽣推進交付⾦に対して必要な

市⺠が⾒てもしっかりと評価できるも

外部評価を⾏っていただいてい

のにすべきである。市⻑には意気込み

ます。

を持って事業評価シートの作成の 指⽰

政策評価につきましても、審
議会の役割の整理とともに、そ

を出していただきたいが、市⻑の所⾒
を伺う。

の必要性を含めて、検討してま

４年に⼀度から、毎年実施して
いきたい。時期は９⽉定例議会
の決算審査で活⽤できるように
進めている。事業内容、その効
果や結果がわかるようにする。
他の事業評価との統合は具体的
な内容を検討する中で考える。
・具体は検討中だが、市⺠がみ
てわかるようにしなければなら
ない。細かすぎて、却ってわか
りにくく⾒てもらえないのは良
くないので、⾒やすくわかりや
すい横須賀版の評価シートをつ
くりたい。

いります。

1

・コロナ禍での全庁をあげた職
員⼀丸となった取り組み

また

⽇頃から積極性が増して嬉し
い。もっと変わってほしい。
・この1年間で職員の意識にどのような ・きっかけづくりとして、みん
予算措置
１

30千円

職員の政策推進、遂⾏能⼒

変化があったと感じ られるかについ

なの改⾰セミナーを２回開催。

て、市⻑の考えを伺う。

１⽉からテレワーク端末が配布

の向上を図ることを⽬的とし
1-1-3

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

され、本格化したので、併せて

横須賀市職員の⼈材育成と積極的な政策提案を促す⽬的で、市職員を対象と

て、実際に画期的な取組を実現

・来年度の職員の意識改⾰に向けた具

3 した政策コンテストを開催し、職員の意識改⾰とモチベーションアップを図

させた職員・組織を表彰する制

体的な取組について伺 う。

ること。（新）

度「Yokosuka Invention & Good

進めたい。
・IＣＴ活⽤でより少ない⼈数で

Action アワード」を創設しまし

・限られた⼈材リソースを効率よく、

取り組まねばならないのは明ら

た（H 30〜）。

効果的に配置できるよう ⼯夫してもら

か。効果最⼤化に配慮。縦割り

いたいと考えるが、市⻑の考えを伺

になりがちな福祉相談を地域福

う。

祉課の設⽴。各⾏政センタ―へ

⼀定の取組みを進める考え⽅が⽰され
た

3

の常設相談員、保健所業務への
応援や併任で組織の壁を越えス
ピーディーに配置した。研修で
の対応⼒強化、意識改⾰に取り
組む。
１

予算措置

２
1-1-4

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

4

各⾏政センターにある程度の予算を配分し、地域の様々な要望に対して迅速
に対応できるようにすること。

なし

考え⽅

各⾏政センターに予算を割り当てるこ

本市においては、現⾏の制度

とは考えていない。地域運営協議会に

を基本とし、今後も地域運営協

対して交付⾦を交付おこないます。

議会への⽀援を通じて、地域課

2

題の解決の⽀援を図ってまいり
たいと考えます。
市が主体的に⾏なっている企画

1-1-5

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

5

⼀般社団法⼈横須賀市観光協会が独⽴採算で運営できるよう後押しをするこ

予算措置

と。（新）

観光団体助成事業 73,305千円

(3) 観光協会について

のノウハウや⼈脈を引き継ぎ、

ア 市内観光事業者の収益が上がるよう

観光協会が主体的に動けるよう

な事業を展開していく 必要があると考

移⾏していきたい。売り上げが

えるが、具体的にどのような事業を想

あがった事業者から⼀定程度の

具体的なスケジュールは明⾔していな

定してい るか伺う。

マージンが取れるようになるの

いが、⽅向性としては独⽴採算を⽬指

イ ⾃ら稼ぐ提案型の⺠間団体として⾃

ではないかと考えている。当⾯

すと委員会で発⾔した

⽴していくプロセスを 市としてどのよ

は⼈材育成をしながら市の事業

うにバックアップしていくのか市⻑の

の移管を図り、将来的に⾃⽴し

考えを 伺う。

3

ていく⽅向に⽬指していきた
い。

1-1-6

1

⾏財政改
⾰

各部局に跨っている貸館業務を⼀元化し、効率的な運営を推進すること。さ
1 ⾏政改⾰を進めます

6 らに、建物の保全・管理といったハード⾯も含め、公共施設全体の管理の⼀
元化を推進すること。（新）

１

予算措置の状況

令和３年度

1,794,400千円（令

進展なし

和２年度への前倒し236,100千
円）

2

・電⼦決済システムの⼗分な活
⽤を促す推進キャンペーンを
⾏ってまいります
・職員研修では「eラーニングシ
1-1-7

1

⾏財政改
⾰

ステム」で研修資料の電⼦化・
1 ⾏政改⾰を進めます

7 ⾏政の電⼦化・ペーパーレス化を推進し、業務改善に努めること。（新）

改善する意思は⾒えるが、進め⽅が遅

ペーパーレス化する予定。

すぎる

・令和４年１⽉から新たに「庶
務事務システム」の導⼊を予
定。出勤簿、休暇簿、出張命令
書、給与⽀給明細書等の⼈事給
与関係書類を電⼦化。

2

3

令和３年度に廃⽌等を予定して
いる施設

まったなし。これまで以上ス

①船越⽼⼈福祉センター
1-1-8

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

8

⽼⼈デイサービスセンター、保育園、⽼⼈福祉センターの統廃合を前倒しで
進めること。（新）

②本公郷⻘少年の家

公共施設の⾒直しについては前倒しで

③⽥浦⽉⾒台住宅

⾏うべきであると考えるが、市⻑の考

④上町保育園

えを伺う。

⑤鶴が丘保育園

ピード感をもって。現状ではど
の施設をいつ再編するか調整

積極的な検討が⾒られない

中。⼀歩踏み込んで取り組みた
い。容易ではないが、何として

2

も進めたい。

⑥逸⾒保育園
⑦諏訪幼稚園
各施設使⽤料などに計上済み
【参考】使⽤料⾒直しによる効
果額：10,082千円
特定の⼈が利⽤しているような施設や事業については、市税の使い⽅を⾒直
1-1-9

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

9

し、利⽤者等からの使⽤料収⼊での維持、あるいは資⾦援助を期待できるク

広く寄附を募ることができるク

クラウドファンディングについては前

ラウドファンディングなどの⼿法等、新たな財源確保策を⽬指すこと。

ラウドファンディングは、新た

向き。

（新）

な財源確保策として有効と考え

3

ておりますので、多くの⽅々の
共感が得られる事業での活⽤を
検討してまいります。
（⼊浴利⽤券）
ひとり暮らし⾼齢者が地域での
交流や孤独感改称などを図るほ
か、⼊浴利⽤券の申請や交付の
際に、地域の⺠⽣委員がひとり
暮らし⾼齢者への⾒守り活動を
併せて⾏い、ひとり暮らしの⾼
齢者が安⼼して暮らせる環境づ
くりを⾏っています。
1-1-10

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

10

（マッサージ券）

主たる事業の⽬的は別の⽅法で

答弁としては検討するとあるが、ここ

⼊浴利⽤券やマッサージ券等については、必要な⼈に⾏き渡るような制度設

⾼齢者や介護者の⼼⾝のリフ

代替可能ではないか？

数年変わっていない。本当に困ってい

計になるよう⾒直すこと。（新）

レッシュを図るほか、マッサー

⇒どのようなやり⽅が良いのか

る⽅を助けられるような制度の⾒直し

ジそのものや、マッサージを利

検討していく。

には⾄っていない。

⽤するために外出することで⼼
⾝の機能低下を防⽌することな
どを⽬的としています。
⼊浴料助成事業は平成30年度に
配布枚数の⾒直しを、シニアリ
フレッシュ事業は令和元年度に
⾃⼰負担額の⾒直しを⾏いまし
た。
⾃治体の役割は、究極的には住
⺠福祉の増進。当然、安⼼安
全、地域経済振興のためにいか
に財源を使うか

1-1-99

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

99

そのため精緻

予算編成⽅針は⼗分な財源確保に⾄っ

な収⼊を⾒込み、可能な限り住

ていないと同時に、毎年綱渡りのよう

⺠サービスに使うぎりぎりの判

な財源確保に終始してしまうという危

断。市⺠サービスに優先的に、

機感に対する市⻑の認識について伺

⼈員減をはじめとする内部管理

う。

経費の削減が当然必要。ただ、
将来の財政不安はある

⇒どのようなやり⽅が良いのか
検討していく。

認識の確認のみなので未評価

経済回

復具合を⾒極め、さらなる業務
効率化は当然のこととして、事
業の優先順位を⾒定める。
⼀般企業がどのように⽣産性向上に取
1-1-99

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

99

り組んでいるか、どの ような形で⾏政

⼤切な視点

に取り⼊れることができるかを改めて

取組みをどのように⾏政に取り

しっか りと研究してもらいたいと思う

⼊れられるか検討する。

がいかがか。

3

まずは⼀般企業の
認識の確認のみなので未評価

2

市⻑が理想とするあるべき⾏政組織の
1-1-99

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

99

姿について、伺う。そ して、それに向
けて今後も組織改編をしていく必要が
あるとお 考えか伺う。

時代や市⺠ニーズの変化、あら
たな⾏政課題に柔軟で効率的に
対応できる姿が望ましい。今後

認識の確認のみなので未評価

も臨機応変に組織改編に取り組
んでいく。
ア

４つの姉妹都市は現在でも

メールやオンライン会議で近況
を確認している。意義あるも
の。
(4) 国際交流について
ア 市としての国際交流の意義をどのよ

イ

海外派遣が前提となってお

うに感じているかにつ いて市⻑の認識

り、研修のみは考えていない。

を伺う。

1-1-99

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

99

イ 来年度の学⽣研修事業については感

ウ

染防⽌策をしっかり⾏ った上で、開催

できるハイブリットなイベント

すべきであると考えるが、市⻑の所⾒

の開催を考える。来年度の学⽣

を伺う。

今後もオンラインでも参加

派遣事業はやむなく中⽌した

ウ 今までの事業に加えて、オンライン

が、バーチャル姉妹都市体験と

での国際交流イベントに も取り組むべ

して学⽣のオンライン交流をま

きだと思うが、市⻑の所⾒を伺う。

ずはフランスのブレスト市と始

エ 課の名称について所管の内容が偏ら

める。これからも時代のニーズ

ないような⽅向性を持 たせることを検

や状況に合わせた多様性のある

討すべきであると考えるが、市⻑の考

交流を進めていく。

国際交流については理解が得られた
課名の変更はなされた

5

えを伺う。
エ

わかりやすいことが⼤切。

可能な限り、課の名称によって
所管業務を表現できるよう努め
る。
ア

⼤きな効果を得ていると認

識している。ICT戦略専⾨官はシ
ステムの関連コストの最適化
(5) ⺠間⼈材の積極的な活⽤について
ア ⺠間⼈材の活⽤の効果について市⻑
の認識を伺う。
1-1-99

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

99

イ 本市として差別化を図っていきたい
取組を担う部局におい て積極的に⺠間
のプロフェッショナル⼈材の活⽤を推
進する べきではないかと考えるが、市
⻑の考えを伺う。

や、他⾃治体でのICT活⽤の事例
提案、マネジメントの観点から
の指導助⾔など、情報分野に精
通した知識経験から迅速に課題
解決に導いてもらっている。ア

考え⽅が⼀致している

ドバイザーは広報、政策、⼈材

3

育成の分野で助⾔もらってい
る。
イ

情報発信やマーケティング

では⺠間⼈材を積極的に活⽤す
ることが効果的ではないかとい
うことについては私も同意⾒。
ア

いかに税収を増やすかとい

う視点は⾮常に重要。市外から
(6) ふるさと納税の返礼品の追加拡充
について
ア 税収を増やすことを財源確保策の柱

の⼈を呼び込み、消費を促し、
そこで獲得した資⾦を域内で遊
環させていくという仕組みを強
化していくことが必要。

の⼀つにし、稼ぐ⾃治体 にしていくこ
1-1-99

1

⾏財政改
⾰

1 ⾏政改⾰を進めます

99

とが重要であると考えるが、市⻑の考
えを伺う。
イ ふるさと納税の新たなメニューとし
て市内企業の商品やマスコット、サー
ビスなどをさらに追加してはいかが
か。

地域資源の積極的活⽤⾃治

ふるさと納税のメニューの追加や稼ぐ

体はあるあ、本市は流失が⼤き

⾃治体としてのアクションはこれか

い。現在のふるさと納税が望ま

ら。

しいとは思わないが、⾚字であ
ることを考えると改善しなけれ
ばならない。２００品⽬扱って
いるが、魅⼒あるものはもっと
ある。増やしたい

4

ポイント制度の⾒直しや⺠間連携の強
化などが進んだ。

イ

4

(7) 実証実験を本市の課題解決につな
げていくことについて
ア 本市が参画した実証実験のうち実⽤
1-1-99

1

⾏財政改
⾰

化された案件はどのぐ らいあるか伺
1 ⾏政改⾰を進めます

99

う。
イ コストをかけている以上、本市が参
画する実証実験を市の課 題解決につな
げる努⼒をしていくことについて、市
⻑の所⾒を 伺う。

すべてが今すぐに芽を出しみの
りを出すのは残念ながら難しい
のが現実。しかし、実証実験実
施に当たっては、市内で実⽤化
されるのを念頭に取り組んでい
るので、現段階で実⽤化できて
いるものはありませんが、当
然、市の課題解決、地域活性化

障害福祉の移動⽀援を、新たな
技術などでできないかの提案を
令和３年３⽉定例議会教育福祉
委員会で⾏ったところ、前向き

実⽤化につながっている案件がない
が、答弁は前向きなので３

3

な答弁があった。

や新産業創出のために実証実験
を⾏なっていきます。
（１）本市、神奈川県、横浜
市、川崎市の⽔道事業管理者と
企業団の企業庁の５事業者⽔道

1-2-99

1

⾏財政改
⾰

2 近隣⾃治体との広域⾏政を進めます

99

(1) ⽔道の広域化の機運を醸成してい

事業連携推進会議では今後の県

くことについて

内のシステムの再構築に向け議

ア ⽔道の広域化の機運を醸成していく

論し、概ね３０年後には現在の

ことに積極的に努める べきであると思

１１浄⽔場を８箇所にする⽅向

広域化の機運醸成については、三浦

うが、上下⽔道局⻑の考えを伺う。

性を昨年9⽉に確認している。今

市・神奈川県の検討状況を注視しす

(2) 三浦市との⽔道の広域化について

後も広域化の機運醸成に努めて

る。

ア 既に消防の広域化を⾏っている三浦
市との間で、⽔道の広域 化に向けて検
討をするのはいかがか。

2

いく。
（２）三浦市は三浦市⽔道ビ
ジョンを策定。県営に統合を理
想像に掲げている。まずは三浦
市と神奈川県の検討状況を注視
したい。

予算措置

400千円（市⺠協働型

まちづくり推進事業）
１

オープンデータ普及啓発事

業実⾏委員会を⽴ち上げ、市⺠
団体と連携したオープンデータ
に関する取組を推進している

オープンデータをさらに充実させること。また、データを単に公開するだけ
1-3-1

1

⾏財政改
⾰

3 データに基づいて政策をつくります

1

でなく、市⺠に向けたデータ活⽤によるビジネスプランコンテストや、デー
タを使った体験イベントを開催するなど、市⺠にデータ活⽤を促すような仕
掛けづくりを推進すること。

２

今年度は、市⺠ニーズに即

令和２年１２⽉定例議会にて加

したサービスの提供、および普

藤議員が⼀般質問。「あらゆる

及啓発を⽬的として、アイデア

データをオープンにすべき」と

ソン、ハッカソンを実施し、参

の答弁あり。データの⾃動更新

加者から得られたニーズを基に

等も検討する旨の答弁。

市⺠協働で進んでいる部分や、出すと
⾔っているデータがすでにあるので４

4

したサービスを検討していると
ころです。
３

来年度は、先進事例の分析

を通じて市⺠に役⽴つデータの
オープンデータ化を進めること
で、市⺠、事業者の活⽤を促進
していきます。
今まではコロナ禍の中で在宅勤
務は妊娠中の職員のみを対象に
1-4-1

1

⾏財政改
⾰

4 その他

1

在宅勤務などの柔軟な働き⽅を保障し、職員が⼦育てや介護などをしやすく

実施していたが、令和３年１⽉

するため、庁外での執務（在宅ワーク）ができるようさらに検討すること。

にテレワーク端末315台を増設し

管理職に端末が配られ、制度も整って

また、そのための制度、設備の導⼊、および利⽤しやすい職場環境の整備を

たことに伴い、対象を全職員に

きているが端末がまだ管理職⽌まり

進めること。

拡⼤します。さらなる在宅勤務
の推進に向けて引き続き検討し
てまいります。

5

4

職員の市内居住促進のため、採
⽤試験の最終合格者に対し、懇
親会で住むまちとしての本市の

これまでも職員にはぜひ市内に

魅⼒を紹介するなどして、市内

1-4-2

1

⾏財政改
⾰

4 その他

2

住まいを構えて欲しいと話して

市外在住の本市職員が、横須賀市内への居住に魅⼒を感じ、移住するよう、

への転居を促してきました。ま

政策的な誘導策を講じること。職員服務規定に明記する、居住⼿当てに差を

た、新規採⽤職員に対し、都市

(3) 市職員の市内居住の推進について

つける、採⽤時に優遇するなど、他都市で⾏われている様々な事例を参考に

部で⾏っている「⼦育てファミ

ア 市職員の市内居住への働きかけを継

検討すること。緊急事態宣⾔下において、都内在住者は市役所まで通勤でき

リー等応援住宅バンク補助⾦」

続して⾏っていく必要 性について市⻑

なかったこと、また、近年⾃然災害が多発する中で、参集できる体制を整え

制度のPR等を⾏っています。

の考えを伺う。

ることについても念頭において検討すること。

近年の状況も踏まえまして、他

きました。しかし、職員として
⼀番⼤事なのは、市内居住の有
無にかかわらず、横須賀に愛情

昨年度から進展なしなので２

を持って、市⺠のことを我が事

2

として考え⾏動することで、こ
れからも引き続きそのことを伝

都市の事例等も参考に、職員の

えていきたいと思います。

市内居住を促進する⽅策につい
て、引き続き研究してまいりま
す。

■2020年8⽉20⽇

広報広報会議

課題別検討会議に広聴機能を持たせ

2-1-1

2 議会改⾰

1

市⺠の声を聴いて政策に反映させる仕組み
を設けます

る⼿法について、市⺠意⾒を聴取等

1 議会基本条例を⾒直し、議会全体で市⺠意⾒の収集⼒の向上を進めます。

できるよう議会報告会及び懇談会の
新たな⼿法の1つとして試⾏するこ
とを、広報広聴会議で決定し、政策

市⺠意⾒を聴取して政策に反映させる1
つの⽅法に道筋はつけることができ
た。あとは課題別検討会議で試⾏実施
を重ねていく必要がある。

4

検討会議に報告。
■2020年8⽉20⽇

広報広報会議

課題別検討会議に広聴機能を持たせ まずは課題別検討会議において、市⺠

2-1-2

2 議会改⾰

1

市⺠の声を聴いて政策に反映させる仕組み
を設けます

市⺠の意⾒を聴く会の開催を提案しています。漠然としがちな市政全般につ

る⼿法について、市⺠意⾒を聴取等 意⾒を聴取して政策に反映させる1つの
できるよう議会報告会及び懇談会の ⽅法に道筋はつけることができた。あ

2 いてではなく、可児市議会ママさん議会や会津若松市議会の地域課題懇談会

新たな⼿法の1つとして試⾏するこ

を参考に、具体的な市政課題について解決に向けた議論を進めます。

とは課題別検討会議で試⾏実施を重ね

4

とを、広報広聴会議で決定し、政策 ていく必要がある。
検討会議に報告。
■2020年2⽉7⽇

政策検討会議

若者政策の策定及び実施に関する事
項を調査審議してもらうための附属
機関としての「横須賀市若者会議」
設置を提案したが、各会派の賛同得
られず。
■2020年4⽉13⽇

広報広聴会議

「特定の対象者から、または特定の

2-1-3

2 議会改⾰

1

市⺠の声を聴いて政策に反映させる仕組み
を設けます

テーマに関して意⾒を聴取する機会

「若者議会」や若者向け意⾒交換会など、将来の横須賀を⽀える若い世代の

を設けること」は2020年2⽉10⽇に

3 意⾒を⾏政の施策に反映させ、共に地域課題の解決を⽬指す場を提案してい

「実施する」と決定したが、新型コ

ます。

ロナウイルス感染症流⾏により議会
報告会が中⽌されたこともあり、検

会派から積極的に提案しているが、合
意には⾄っていない。また、議会報告
会については、コロナ禍の影響で2020
年2⽉、7⽉開催を⾒送ったこともあ

2

り、検討を継続中。

討を進めている。よこすか未来会議
からは、①市内⾼校⽣から（既存の
⾼校⽣向け議会報告会を広聴会とし
て開催）②市内中学⽣から③市⽴学
校の若⼿教職員から（35 歳以下を想
定）の３対象について、意⾒聴取機
会の設置を提案している。

2-1-4

2 議会改⾰

1

市⺠の声を聴いて政策に反映させる仕組み
を設けます

4

提案制度の実現には⾄っていないが、

市⺠の声を汲み取る制度として「市⺠フリースピーチ制度」「議会モニター

市議会アンケートを実施した

制度」や無作為抽出の市⺠の「住⺠協議会」などの導⼊を提案しています。

市議会アンケートの実施に⾄ったた
め、進展ありとしている

■2020年10⽉1⽇

3

議会ICT化運営

協議会
令和3年6⽉定例議会から、市議会

議案と議案説明資料をインターネット上に公開します。今まさに議論してい
2-2-1

2 議会改⾰

2 議会の「⾒える化」を進めます

1

ホームページに、議案説明資料を格

る市政に関する内容の理解を促進して中継での傍聴環境を向上させるととも

納したクラウドストレージのリンク 2021年6⽉には実現予定なので4。

に、後からなぜその判断が議会でなされたのかを市⺠が検証できるようにし

を貼る形式で公開開始予定。

議会活動の分析を可能とします。

参考資料：05-（資料３）議案・議
案資料のインターネット公開につい
て

6

4

■2020年3⽉ 広報広聴会議
レイアウト・記事掲載⽅法を変更。
⼀般質問内容を縮⼩集約し、委員会 A4版は実現できていないものの、レイ

2-2-2

2 議会改⾰

2 議会の「⾒える化」を進めます

2

審査内容をより詳細に記載するよう アウト⼤幅変更や、発効⽇の早期化な

「市議会だより」の抜本的な改⾰を提案しています。内容はもとより版型や

どを実現することができた。引き続き

に。

配布⽅法も含め、市⺠の関⼼に応えられる広報誌に刷新していきます。

■2020年8⽉20⽇

広報広聴会議

市⺠から⾒やすくわかりやすい議会だ

5

市議会だより第38号より、記事発⾏ よりになるよう取り組んでいく。
スケジュールの従来⽐1ヶ⽉以上短
縮化をはかることとした。
■2021年1⽉20⽇および2⽉18⽇の
議会ICT化運営協議会
質問時議員が配布する資料(⼀般質
問・代表質問・個⼈質問など)の
ペーパーレス化がなされた。また、

2-3-1

2 議会改⾰

3 その他

1

令和３年３⽉定例議会では、各委員

本会議・委員会時の議員配布資料をすべてデータ化し、ペーパーレス化を促

が所属する委員会の当初予算説明資

進します。

料及び決算説明資料は紙で配布する
が、それ以外の資料はデータとし、

ほぼデータ化され、パソコン1つ持って
⾏けば審査できるようにはなったが、
厳密には「全て」データ化完了してい
ないので4。

4

紙を削減した。令和3年9⽉定例議会
の決算審査前(2021年7⽉頃)に、各
議員の決算説明資料の紙資料の要不
要を個別に確認する予定。

（１）性別や⼈種など⽣まれ

令和２年度までに課⻑級以上の

持った属性での差別は絶対に

⼥性割合を15.0％とする⽬標

あってはならない。東京五輪で

課⻑補佐の選考試験の受験率向

のあの発⾔は、希望と和合の時

上
(1) ジェンダー平等・男⼥共同参画に
しかし、令和２年度は10.9%

ついて

全国平均と⽐べても低い数値
(2) 市職員の⼥性管理職割合向上の⽬
「横須賀市⼥性活躍プラン」が

標数値を掲げることについ て

課⻑級以上の⼥性を12％にするクオータ制を導⼊すること(平成31年4⽉1⽇現 令和２年度で計画期間終了とな
3-1-1

3 多様性

1

多様性を尊重し、誰もが⾃分らしく⽣きら
れる横須賀を⽬ざします

1

在課⻑以上193名うち20名が⼥性で10.4%。つまり、ポスト数が同⼀であれば る。令和３年度から「仕事と⼦

(3) ポジティブ・アクションの必要性

あと4名以上を課⻑級以上に登⽤すること)。また、採⽤に関しては⼥性を増

育て両⽴⽀援プラン」と統合

について

やすこと。

し、新たに⼀つの計画として取
組を進める。

(4) 審議会等の政策・⽅針決定過程に
多様な⽅の参画を促すこと について

ポジティブ・アクションについ
て、メリットとデメリットを踏

(5) 若者の割合を⾼めることについて

まえた制度導⼊の是⾮の判断に

3-1-2

れる横須賀を⽬ざします

2

こと。

計画。そこに管理職⽬標の数値
を掲げる。国の⽬標を参考に、
明確な数値⽬標を掲げ、市の政
策決定の過程により多くの⼥性
の意⾒を取り⼊れていきたいと

ポジティブアクションについては、副
市⻑が「⼤事なことであると思ってい
る」と⾔っていたが、市⻑は導⼊する
気はなさそう。採⽤に関しては、令和
３年度４⽉⼊職は男性⼥性ほぼ５

2

０％。２

思います。
（３）引き続き研究したい。⼥
性職員が⾃然に昇任を望めるよ

（５）若者の意⾒を聞く⼀つの

取り組みを進めていく。

1

意をしたところです。
（２）３年度から新たに１つの

（４）⼥性参画促進は重要。

画を参考に積極的な⽬標を掲げ

3 多様性

かなければならないと改めて決

め環境整備に取り組む。

国の第５次男⼥共同参画基本計

「⼈権男⼥共同参画課」の名称を「ダイバーシティ社会推進課」に変更する

もの。率先してジェンダー平
等・男⼥共同参画を推進してい

うにポジティブアクションも含

向け研究

多様性を尊重し、誰もが⾃分らしく⽣きら

代にしたい私の考え⽅と真逆の

⼿段であると考えます。

ダイバーシティという⾔葉の認

ダイバーシティという⾔葉の認知度が

知度が低いので、名称変更は考

低いので、名称変更は考えていない。

えていない。

7

2

（１）変化のスピードの速い中
で、街づくりに⽣かすのは⼤
事。各部局で⾼校⽣対象アン
ケートをしているし、次期基本

3-1-99

3 多様性

1

多様性を尊重し、誰もが⾃分らしく⽣きら
れる横須賀を⽬ざします

99

(1) ⾼校⽣とともにまちづくりをする

構想策定でも⾼校⽣からアイデ

ことについて

アをもらっている。横須賀の将

ア 「まちを楽しむ」活動をきっかけ

来や現状に⾃分なりの意⾒を持

に、⾼校⽣と市役所の接点 を増やして

つことは重要。形式にこだわら

（１）各部局で⾼校⽣対象アンケート

はいかがか。

ず、様々な機会を捉え、声を聴

を実施。次期基本構想策定でも⾼校⽣

(2) ⾼校⽣と接点を持つことについて

きたい

からアイデアをもらっている。⾊々な

ア LINEをはじめ、若い世代から意⾒

（２）市内就職⽀援は、⾼校の

形で声を聴ていきたい

をもらえる便利なツー ルは無数にあ

進路指導の先⽣やハローワーク

（２）市内就職⽀援は、⾼校の進路指

る。ハローワークや市内⾼校との良好

と良い関係。そもそも、⾼校⽣

導の先⽣やハローワークと良い関係。

が横須賀のことをよく知らな

今後も学校に協⼒をもらいながら情報

な関係を活 ⽤し、今後のインターン
シップや、市内⾼校⽣の市内就職にも

い、企業をあまり知らない。こ

つながるよう、⾼校⽣と接点をより多

うした状況を踏まえ、２０２０

く持ち、意⾒交換できる よう取り組ん

年７⽉に⾼校⽣対象に合同企業

ではいかがか。

説明会をする予定だったがコロ

3

発信や意⾒交換に取り組む。

ナ禍でできなかった。⼤切なこ
とと思っているので、今後も学
校に協⼒をもらいながら情報発
信や意⾒交換に取り組む。
委託料

478千円

・神奈川県社会福祉協議会に委
託している。

4-1-1

4 ⼦ども

1 待機児童ゼロを実現します

1

潜在保育⼠が復職しやすくなる仕組み作りが必要である。勤務⽇や勤務時間
について柔軟な働き⽅ができるよう⽀援すること。

・復職準備⾦などの補助⾦は市

これといって新たな⽅策は打てていな

独⾃の予算確保はしていない。

いのが現状。従来から変わりなし。

2

・県内で就職する場合、準備⾦
の貸付をかながわ福祉⼈材セン
ターが⾏っている。（２年間保
育の仕事に従事すると返還が免
除となる制度）
⼩規模保育事業所はこれまでも
特に待機児童が多い地域におい
て設置を進めている。⼀時預か
り事業については令和３年４⽉
より、０−２歳児の待機児童対

4-1-2

4 ⼦ども

1 待機児童ゼロを実現します

施設の整備費⽤や保育⼠の新規

⼊園希望しても⼊れなかった児童が通

策として保育所等への⼊所が決

⺠間で賄いきれないニーズについては公で担うべきである。まずは待機児童

雇⽤などの費⽤が新たに必要に

うことのできる待機児童園を造って⼩

まるまでの間の定期的な預かり

2 ゼロを最優先課題に位置付け、公設で⼩規模保育事業を⾏うこと。（静岡市

なるため、公設で⼩規模保育事

規模保育事業と⼀時預かり事業を進め

にも対応できる事業所を設置予

業を⾏うことは、困難であると

る必 要性について、市⻑の所⾒を伺

考えます。

う。

の待機児童園を参考にすること）

定。⼩規模保育事業について
は、今後も実施を希望する事業

今後研究していくというが、機会を逸
してしまう可能性が⼤きい。実際のと
ころ⾏政として取り組む姿勢は⾒られ
ない。

2

者がいると思うので、⼀時預か
りの拡充の対策も含めた待機児
童対策をさらに進めていく。待
機児童園は他市の事例もあるの
で今後研究したい。
(7) 待機児童について
ア ⼦ども未来プランどおり保育の定員
数確保を達成すること が最低限必要で
あることについて市⻑の考えを伺う。
4-1-99

4 ⼦ども

1 待機児童ゼロを実現します

99

イ 園の改修を⾏わなくても保育⼠が確
保できれば定員を増や せるという園も
あると聞いているが、本市で働く保育
⼠が⼗分 に確保できれば待機児童が解
消できる⾒込みなのかどうか市 ⻑に伺
う。

8

ア

定員確保にさらなる努⼒を

しなければならないと考えてい
る。
イ

市⽴保育園でシミュレー

ションしたが、定員を埋め、保
育⼠を確保することで待機児童
解消はできず、⺠間保育園の定
員に対する利⽤率を考慮する
と、単に保育⼠を増やすだけで
は解消できないという状況だと
いうことがわかった。

定員数を増やす以外に⽅法はないこと
も⾏政は理解しているが、それに対し
ての⽅策は⺠間頼みとなっている。
（補助⾦は出している）

2

公設の逸⾒⼩学校放課後児童ク
ラブは、運営委託が令和3年度ま
での契約のため、３年間の運営

4-2-1

4 ⼦ども

2

全⼩学校に安⼼安全な放課後の居場所と学
童クラブをつくります

保護者負担お軽減を図るため、保護者運営の学童クラブの公設化を段階的に
1 進めていくこと。まずはそのためのルール作りをすること。（岡⼭市の事例
を参考にすること）（新）

を通して標準的なモデルを⽰し

今後は保護者経営の学童クラブに対し

ていくことを考えている。

て公設化希望を募っていく⽅向性は出

公設化にあたっては、関係者の

しているが、現状の公設学童クラブへ

意向を⼗分に踏まえ、当該モデ

の事業検証の遅れから実際のアクショ

ルを基本に、ご提案の岡⼭市の

ンはもう少し先になる⾒込み。

3

事例も参考にしながら、適切に
対応していきたいと考えてい
る。
(6) 学童クラブについて
4-2-99

4 ⼦ども

2

全⼩学校に安⼼安全な放課後の居場所と学
童クラブをつくります

ア 学童クラブの運営費や利⽤料収⼊が
99

妥当かどうかなどの判 断材料となり得
る検証結果がいつ出されるのかについ
て伺う。

検証については６⽉定例議会で
⽰したい。⺠間学童を調査、使
⽤料を階層別に調査、補助制度

―

を踏まえ、運営シミュレーショ
ンを⾏い、適正な規模および使
⽤料について検討したい。

現在のコロナ禍における⼀次保
護所では、保護児童及び職員へ
の感染防⽌を図るため、⼈の出
4-3-1

⼀時保護された⼦どもの権利擁護と⼀時保護所運営の質の向上を図ると同時
4 ⼦ども

3 社会的養護下の⼦どもたちを⽀えます

1 に、保護者の不安を払拭したり職員を守るためにも、第三者評価を導⼊し、
結果を公表すること。（新）

⼊りを最⼩限に徹底している状
況です。

実施に向け検討中（コロナ収束後）

第三者評価については、コロ

4

ナ禍が⼀定程度収束してから、
実施に向け検討したいと考えま
す。
公共施設の整備については、FM
戦略プランで⽰しているとおり
多様な世代の地域住⺠を対象と
する地域コミュニティの拠点づ
くりなどを検討しています。
4-4-1

4 ⼦ども

4 その他

公共施設の整備にあたっては、必ず若者（概ね30歳未満）の意⾒を特別に聴

このため、その具体的な形態

1 取する機会を設け、進めること。また、若者のみが利⽤可能な居場所の整備

や場所などのついては、若者に

を官⺠連携等を含め検討すること。

今後の考え⽅としては共有できている
が、具体なアクションはまだない。

限ることなく、広く市⺠の意⾒

2

をいただきながら考えていきた
いと思います。若者の意⾒を特
別に聴取する機会の必要性は、
その中で判断していきたいと考
えています。
みんなの家（⻘少年の家）につ
いては、FM戦略プランに則り、
その居場所機能は多様な世代の
地域住⺠が集い、交流できるよ
うに、地域の拠点となっている
施設に設けることを進めてまい
ります。なお、スケジュールに
4-4-2

4 ⼦ども

4 その他

2

みんなの家についてはコミセンなどの公共施設への機能移転を進めること。
またそのスケジュールを⽰すこと。

FM戦略プランに則った具体としての実

ついては、同プランに基づき検

⾏はまだないが、公共施設の単⼀機能

討していきます。

としてのあり⽅はすでに⾒直しが始

また、みんなの家（⻘少年の

まっている。

家）が担ってきた放課後児童対
策の役割については、このスケ
ジュールと調整をしながら横須
賀市放課後児童対策事業計画に
則り、放課後児童クラブと放課
後⼦ども教室を拡充していくこ
とで対応していきます。

9

3

横須賀市では、国基準よりも幅

バウチャー制度としては進めるつもり

広い世帯の保育料の無償化をし
4-4-3

4 ⼦ども

4 その他

3

⼀時預かりや家事育児ヘルパー等、サービスを選択できるリフレッシュバウ
チャーを導⼊し、１歳６か⽉児検診時に配布すること。（新）

はないが、政策の主たる⽬的である⼀

ていることから、さらに⼀時預

時預かりなど個々のサービスにおいて

かりや家事育児ヘルパー等の

は拡充されている。あくまでもバウ

サービスを補助するクーポン券

チャー制度としては2だが、⼦育てサー

を配布することは考えていませ

3

ビスの充実という観点では３．

ん。
本市では⽣後４か⽉までは、⼦
育て⽀援ヘルパー派遣事業で⽀
4-4-4

4 ⼦ども

4 その他

4

国の補助⾦を活⽤し、多胎児育児⽀援の育児サポーター派遣事業を実施する
こと。（新）

援し、その後はファミリー・サ

既存の⼦育てヘルパー派遣などで対応

ポート・センターでの⽀援につ

する。多胎児⽀援としての事業では⾏

なぐことができますので、現在

う予定なし。

2

のところ実施する予定はありま
せん。
ア

（市⻑）施政⽅針の締めく

くりで、昨年を⾔い尽くせぬ不
安と分断に世界が包まれたと表
現したが、良い点もあった。
（中略）まさにこのような状況
の中で、⼦供を育てる中で、地
(5) 地域交流で⼦どもの育ちを⽀える

域の⽅がご尽⼒くださったこと

取組について

にあらためてお礼を申し上げた

ア 地域と⼩学⽣との交流事業を⾏った
4-4-99

4 ⼦ども

4 その他

99

いと思います。

ボランティアの⽅々の 取組に対する市

イ

⻑及び教育⻑からのメッセージを含め

⾏なっていくことをしていると

た感想 について伺う。

各地の取組み事例の紹介を

代表質問において、市⻑、教育⻑から
のメッセージを受けている。

ころです。

イ 各学校や地域で交流事業を⾏うこと

（教育⻑）学校は独⽴してある

に対する市⻑、教育⻑の 所⾒を伺う。

ものではなく、地域の中にあっ

4

て地域の⽅々全てが保護者とし
て児童⽣徒を育てていただいて
いるものだと思っています。今
後も市内の各学校において地域
との交流事業を活発に⾏ってい
きたいと思います。
全体的な計画は園⻑会で、教育
課程は市⽴の保育⼠からなる保
育計画プロジェクトチームで、
６５回にわたって教育委員会指
(8) 幼児教育と保育の在り⽅について
4-4-99

ア こども園として幼児教育と保育を⼀
4 ⼦ども

4 その他

99

体的にどのように⾏っ ていくのかなど
の⽅向性がいつ⽰されるのかについて
伺う。

導主事も参加して検討重ねてき
た。まず教育および保育の内容
に関する全体的な計画と教育課
程を６⽉につくる予定。それを

時期の確認のみ

ベースとした⽇課であるデイ
リープログラムを順次作成し今
年の１０⽉の新規⼊園募集まで
に、重要事項説明書と合わせて
保護者に提⽰できるようにす
る。
実施箇所が限られていること、
申込⽅法が電話だけであること

4-4-99

4 ⼦ども

4 その他

99

(9) ⼀時預かりの充実について

等に原因があると考えている。

ア 使いにくいと⾔われている本市の⼀

令和３年度にはウェルシティな

時預かり事業をより使 いやすくし充実

ど３カ所に新設する予定で、今

させるべきと考えるが、市⻑の考えを

後も実施箇所の拡充に努めてい

伺う。

きたい。またこれと合わせて、
利⽤申し込みのシステムも研究
していきたい。

10

令和３年度にはウェルシティなど３カ
所に新設する予定、今後も実施箇所の
拡充に努める。あわせて利⽤申し込み
のシステムも研究していく。

4

学校プール新設以外の⽅法につ
いて、⽼朽化による学校プール
の廃⽌の検討の際に、近隣の温
⽔プールの活⽤などの⽅法で、
児童⽣徒が⼗分な⽔泳指導を受
けることができるかどうか確認
5-1-1

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

1

学校プールについては稼働率が低いため、⽼朽化したものから順次廃⽌し、

しながら、進めてまいります。

近隣の温⽔プールの活⽤など学校プール新設以外の⽅法も検討すること。そ

また、現状実技を教えていない

の際には移動時間等を考慮し柔軟な時間割設定をすること。また現状実技を

学校について、⽔泳授業を教育

教えていない学校については共同利⽤などの⽅法を検討し是正すること。

課程上どのように扱うかは、各

新設以外で⼗分な⽔泳指導を受けるこ
とができるかどうか確認しながら進め
るとの回答あり

3

学校⻑が総合的に判断すること
となっています。教育委員会と
しても今後実技を教えていきた
いという学校に対しては、⼗分
な授業が確保できるように⽀援
していきたいと考えています。
昼⾷時間を含めた⽇課の編成に
ついては校⻑の権限で、学校ご
とに定めており、各中学校で
は、中学校完全給⾷を開始する
ことに伴い、新たに給⾷の準備
や⽚付けの時間が必要となるた
め、昼⾷時間を含めた⽇課の⾒
直しを進めています。
5-1-2

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

2

学校における昼⾷時間が⼗分ではない問題について、配膳以外の喫⾷時間の
最低基準を⽰すこと。

また、現在、中学校完全給⾷課

中学校については予算審査でも

各中学校において適切な昼⾷時間を確

題対策ワーキングチームなどに

質疑。喫⾷時間を⼗分とれるよ

保するようマニュアル作成をすると回

おいて、学校現場のご意⾒も伺

うにするとの答弁。

答あり

導要領の全⾯実施に伴い、⼦ど

ALTの⼈数は段階的に減らして

研究するとは⾔っているがALTの⾒直

もたちにより多くの実践的なコ

いかないといけないという教育

しについての具体的な⾔及はなし。あ

ミュニケーションの機会が与え

⻑の認識はある

くまでも対⼈での取り組みにこだわる

3

いながら、中学校における給⾷
時間の指導等についてのマニュ
アル作成を進めています。マ
ニュアルには、準備、給⾷時
間、⽚付けについて、⽬安時間
を記載し、各中学校において適
切な昼⾷時間を確保するようお
願いしていきます。
⼩学校における外国語活動で
は、「外国語を通して、⾃分の
気持ちを伝えたり、相⼿の気持
ちを理解しようとする態度」を
育成することが第⼀義。
ALTの配置についてはk新学習指
5-1-3

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

3

英語教育については、ＡＬＴを⾒直し、１⼈１台端末を活⽤したオンライン
レッスンなどの代替策を検討すること。

2

られるように、効果的な配置を
検討して参ります。
端末を授業内で活⽤することに
ついては、今後ALT等とのやり
取りに効果的に⽣かすことを研
究して参ります。

5-1-4

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

・財政的にも⼈材確保の⾯でも

予算などの⾯から消極的。図書館司書

⼤変厳しいのが現状

がいることで全て解決するとは思って

横須賀市⼦ども読書活動推進計画において、学校の図書館の充実がうたわれ

・単に学校司書を配置すれば中

いないが、司書がいないことで取り組

4 ている。現在⼩学校には学校司書の配置がなされたが、中学校１５校は未設

学⽣の読書活動が活発になるの

みが鈍化していることも事実。司書の

かという、そうとも⾔い切れな

更なる活⽤と授業によるサポートを進

い。

める。司書配置に関しては引き続き必

置である。まずは２校掛け持ちで良いので全校に配置すること。（新）

要性を訴えていく。

11

2

ア

学習内容がなかなか定着し

ない⼦が多く⾒られる点が本市
の課題。新たな教育基本計画策
定に当たってはGIGAスクール整
(1) 学⼒向上について
ア 教育⻑として新たな教育振興基本計
画を策定するに当って 取り組むべきポ
イントをどのように考えているかにつ
5-1-99

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

99

いて伺 う。
イ 学習困難に陥っている児童⽣徒を学

備構想におけるICT機器をどのよ
うに活⽤するかによっては、新
たな格差が⽣じないことも含め
て、その活⽤を学⼒向上にどの
ように⽣かしていけるかという
ことが⼤きなポイントになると

現在の体制でサポートが⾏き渡ってい
ると考え ているかどうかについて伺
う。

認識の確認のみなので未評価

思っている。

校はどの程度把握でき ているか、また
イ

⽇常事業の様⼦や、定期テ

スト結果をもとに、担任が把握
し、同学年の教員の会議や職員
会議で情報共有している。これ
らの情報をもとに、学習⽀援員
によるサポートや、放課後の個
別学習をしている。
ア

(2) 読書の推進について
ア ⼩学⽣の読書量のさらなる向上の取
組に対する教育⻑の所 ⾒について伺
う。
イ 中学⽣の不読率をどのような⽅針で
改善していこうと考え ているかについ
て伺う。
ウ ⼩学⽣と同様に中学⽣も授業内で図
書室を使う時間を設け たり、課題の中
5-1-99

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

99

で読書が必須になるようにするなどの
⼯夫の必 要性について伺う。
エ 中学⽣が興味を抱くような⼿法を取
り⼊れることで読書に より親しむ機会
を創出し、⼩学⽣からの読書習慣を継
続すると ともにさらに年齢に応じた読
書への誘いができる体制を講じ ていく
必要性について教育⻑の考えを伺う。
オ 読書をするためのキャンペーンの取
組を、市を挙げて⾏う有 効性について
教育⻑に伺う。

⼦供が本を読む環境をいか

に作り出すかが⽬的。学校図書
館の利⽤促進が効果的だと思っ
ている。学校司書と共により活
⽤しやすい環境づくりに取り組
む。
イ

正しい知識に触れるには原

本を確認することが⼀番であ
り、学習の⼀環として授業など
で触れるのが重要。
ウ

２０２１年４⽉完全実施の

新指導要領でも学校図書館を授

認識の確認のみなので未評価

業で活⽤することが期待されて
いるため学校図書館を使った学
習の推進に努める。
エ

学校と市⽴図書館で、⼦供

達の発達段階に応じた読書の推
進を図っていく。
オ ４⽉２３⽇⼦ども読書の⽇と
１０⽉の週間では推進キャン
ペーン実施しているので、今後
中学校ともこのような取り組み
と連携できるように検討する。
ア

中学校、ろう学校は令和２

年度内完了。⼩学校、養護学校
については令和３年度内整備完
(4) 教育のICT化推進に伴う諸課題につ

了を予定。アカウントは端末活

いて

⽤開始前までに配布できる⾒込

ア スケジュールどおりに各学校のLAN み。GIGAスクールサポーターは
整備等の環境整備は 進んでいるか、ま
5-1-99

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

99

たICTツールを使って授業を⾏う教職
員の 側の準備ができているかについて
教育⻑に伺う。

端末マニュアル作成、２〜３⽉
に教員に端末の操作研修や動画
配信を⾏う。端末活⽤開始後、

⼩学校での整備が⼤幅に遅れている

ICT⽀援員を活⽤しながら、徐々

イ 不登校や⽀援が必要な児童⽣徒の学 にICTツールを使った授業の充実
校外での学びの保障の 検討がどの程度

を図っていく。

進んでいるかについて伺う。
イ 現在はまずICT環境の整備を
図っているところで、学校現場
でのICT活⽤を検討していく。
(10) 諏訪幼稚園跡地活⽤の検討状況に
5-1-99

5 教育

1 ⼦どもたちに適切な教育環境を整備します

99

ついて
ア 諏訪幼稚園跡地活⽤についての現在
の検討状況について伺 う。

12

教育振興基本計画に位置付ける
ために検討中。計画の策定と合
わせて伝えたい。

まだ検討は深まらず

・公⽴義務教育諸学校の学級編
制及び教職員定数の標準に関す
る法律改正により、令和３年度
より⼩学校において段階的に35
⼈学級編制が⾏われていくこと
5-2-1

5 教育

2

教師の多忙化を解消し、学校教育の質を向
上します

1

教師が⼦どもと向き合う時間を確保するため、35⼈以下学級を⼩学校６年⽣

となりました。

まで早期に実現するべく、必要となる教職員数を確保すること。教員の採⽤

・事務職員については、法令に

が難しい中では、市単独で事務職員を加配して教員の負担を減らすなど⼯夫

基づいた共同学校事務室の設置

をすること。

に向けて、体制整備を進めてい

令和3年度より段階的実施が決定。事務
員の加配については、現在暫定的に加
配されている。

4

るところです。本制度の実施に
あたっては、県からの加配措置
が⾏われることが可能となって
いることから、配当に向けて協
議を重ねているところです。
・令和3年3⽉に横須賀スクール

5-2-2

5 教育

2

教師の多忙化を解消し、学校教育の質を向
上します

教員の多忙化に関しては、⽂部科学省が指針としても⽰している⽉45時間、
2 年360時間の時間外在校等時間を超えないよう、教育委員会は管理職とともに
「横須賀スクールスマイルプラン」をすすめること。

スマイルプランを改訂する予定

教職員の働き⽅改⾰も⽉45時間、年360

・⽉45時間、年360時間の範囲内

時間の範囲内とすることを本年1⽉に規

とすることを本年1⽉に規則制定

則制定し、令和３年度から施⾏するこ

し、令和３年度から施⾏

とから、実績については引き続き確認

・保護者・地域への周知及び教

していく。スクールスマイルプランに

職員への周知に努めてまいりま

ついても改定。

4

す。
・現在教職員に限らず、理解の
ある⽅を部活動指導員としてお

進めたいが、進んでいない状況。⼈財

願いしている
5-2-3

5 教育

2

教師の多忙化を解消し、学校教育の質を向
上します

3

部活動指導員を教職員以外も採⽤するようにすること。それに伴い研修プロ
グラムを検討すること。

の発掘が学校任せになっている様⼦か

・少しずつ拡充しているが、学

ら、今後は学校が要求する⼈数と実現

校の希望する数に⾒合った⼈数

数のギャップを正確に測ると共に、そ

が配置されていない状況

れに合わせたアクションを取るよう訴

・研修プログラムについては、

3

えていく。

「部活動指導者研修講座」等の
研修に参加してもらっている。
・令和2年11⽉に各学校に１台ず
つ、学校⽤端末及びモバイル
ルーターを配備。オンラインに
よる会議や研修が実施可能とな
5-2-4

5 教育

2

教師の多忙化を解消し、学校教育の質を向
上します

校内外の会議のオンライン化による管理職・教員の出張の軽減や、⽋席連絡
4 の⾃動応答システム等を導⼊し業務効率を上げる等、児童⽣徒と向き合う時
間を増やすこと。（新）

り、試⾏も踏まえて、端末等の

オンライン会議は実現。今後も

活⽤を進めている

ONLINE活⽤のあり⽅に注視は必要。

・活⽤時の課題を解決しなが
ら、さらなるオンライン会議・
研修等の実施を図り、管理職・
教員の負担軽減に繋げていきた
い

13

4

(3) 教職員の働き⽅改⾰について
ア 「横須賀スクールスマイルプラン」
の令和2年度の取組がど のぐらい進ん
でいるかについて教育⻑に伺う。

ア

イ 教育職員の業務量の適切な管理につ

冬季休業中に学校閉庁⽇を追加

授業時間を確保しながら、

いて、教育委員会として 具体的に各学

設定するなど新たな取り組みを

校に対してどのような取組をするよう

5-2-99

5 教育

2

教師の多忙化を解消し、学校教育の質を向
上します

99

⾏ったところ。

指導して いくかについて伺う。

イ

ウ スクール・サポート・スタッフが配

⽉４５時間以内、年３６０時間

時間外在校等時間の上限を

置されている学校の教職 員の業務負担

以内とする教育職員の業務量の

の軽減について、どのような声が上

適切な管理等に関する規則を制

がっているか について伺う。

定し、令和３年4⽉1⽇から施⾏

エ スクール・サポート・スタッフにつ
いて効果が出ているので あれば、本市
独⾃で⼈員を拡充する必要性について

市単独配置は考えてい
ない。

伺う。

オ

オ ICTを活⽤して業務効率化を図るこ

退勤管理は全校でICカードやパ

とで、教職員の⼦ども に向き合う時間

ソコン⼊⼒により実施してい

を確保する重要性について伺う。
カ 本市にある部活動の数、それに従事
する教職員の数を考える と、部活動指

項⽬が多岐に渡るため評価不可

する。
ウ、エ

令和２年度については、出

る。
カ

拘束時間が⻑く、なかなか
専任が⾒つからない。

導員を教員の負担軽減につなげようと
しているの であれば⼈数が⾜りていな
いと思うが、教育⻑の認識を伺う。
・様々な対策を講じて取り組ん
でまいります。
・ワークステーションよこすか
令和元年度の障害者雇⽤率は2.34％となっている。引き続き法定雇⽤率を達
6-1-1

6

障害者福
祉

1 障害のある⽅が活躍できる場を増やします

1

成できるよう努⼒すること。短時間雇⽤を増やすなど、働き⽅に多様性を持
たせ、精神障害者や知的障害者に加え、難病や⻑期慢性疾患患者等の就労も
促進すること。

法定雇⽤率は令和３年４⽉には

での検証などを⾏い、精神障害

達成できる⾒込み。令和３年３

者や知的障害者を含め障害のあ
る職員が⻑く働き続けることが
できるよう、それぞれの障害特

⽉定例議会総務常任員会にて、

知的障害、精神障害の雇⽤の可能性が

質問。令和４年度知的障害、精

⾒えてきたので４

神障害者の正規雇⽤採⽤に向け

性について理解を深めながら、

4

て動いているとの答弁あり。

短時間雇⽤や正規職員として採
⽤することについても検討して
まいります
６⼈の障碍者を新たに雇⽤する
必要がある。年齢制限を撤廃し
た正規職員、障害者ワークス
6-1-99

6

障害者福
祉

1 障害のある⽅が活躍できる場を増やします

99

(2) 障害者法定雇⽤率の達成について

テーションのスタッフ、会計年

特例⼦会社設⽴のために⾏政も

努⼒はしているが、達成するかは微

ア 障害者法定雇⽤率達成の⾒通しにつ

度任⽤職員などの試験を実施し

市内企業に出向いて理解を求め

妙。障害者雇⽤・サポート体制の根本

いて伺う。

た。４⽉１⽇付になるが、現在

ること。

的⾒直しが必要ではないか。

2

法定雇⽤率の達成を⾒据えて選
考中。多様な任⽤⽅法の検討な
ど様々な対策を講じていく。
(3) 障害者雇⽤における障害者施設な
どとの連携について
6-2-99

6

障害者福
祉

2

障害のある⽅が社会参加しやすい環境を整
えます

99

ア 障害者⽀援に⽇常的に携わっている
関係者ともっと連携し、 障害者の就労
を増やしていく⼯夫をすることについ
て、市⻑の 考えを伺う。

より良い就労となるよう、幅広
く知ることが重要。より良い就

働きかけを⾏うとあるが、どこまで連

労を増やすため、市と学校の連

携強化を図れるかは今後を注視してい

携に、企業や障害福祉施設が⼊

く。

2

れるよう働きかけていく。
有効性は認識しており、活⽤⽅

(4) ⽀援の質の向上のための⽀援ファ
イルのデジタル化について
6-2-99

6

障害者福
祉

2

障害のある⽅が社会参加しやすい環境を整
えます

99

ア サポートブックをデジタル化し、⼦
どもの⽀援の充実につな げる取組を進
めることについて、市⻑の考えを伺
う。

法を随時周知説明している。紙
では記録の⼿間や携帯性に課題
がある。デジタル機器が⼀般化
している中で、デジタル化とク
ラウド化は、時代の流れにかな
う。運⽤⾯、費⽤対効果、セ
キュリティ⾯を考え、検討して
いく。

14

前向きに検討する。

3

市社会福祉協議会にとって、⼈
材育成は喫緊の課題であると認
識していますので、本市職員の
研修に市社協職員が参加できる
7-1-1

7

⾼齢者福
祉

1

⾼齢者が安⼼して⼈⽣を送れるまちにしま
す

1

⼈材育成における福祉部と市社会福祉協議会との連携強化と、両者間の⼈事

ようにするなど、連携強化でき

社協職員も参加できる研修会の実施や

交流を推進すること。（新）

る⽅策を検討していきたいと考

⼈事交流など相互連携が実現

えております。

4

また、福祉部職員との⼈事交流
については、時機を⾒て実施し
ていきたいと考えております。
・令和元年度の決算状況では、
12センターのうち９センターが
⿊字であり、経年での累積を含
めると11センターが⿊字となっ
ています。
・１センターの主な⾚字理由は
については、本市が求めている
地域包括センターには⾼齢者⼈⼝による委託費基準があるが、委託法⼈等の
7-1-2

7

⾼齢者福
祉

1

⾼齢者が安⼼して⼈⽣を送れるまちにしま
す

2

持ち出しなしでは成り⽴たない現状がある。そこで、基準だけに囚われず、
業務に⾒合った予算措置をすること。また、それにより可能であれば担当地
域の分割等も検討すること。（新）

三職種必置⼈数以上に職員を配

各地域包括の実態を把握しているとは

置して頂いている状況から、⼈

思えない。表⾯上の⿊字だけで判断

件費がかさんでいるためです。

し、持ち出しによる運営形態を是正す

・以上のことから、現状では、

る考えはなし。

業務に⾒合った委託額であると

2

考えています。
・また、担当地域の分割等につ
いて、ある程度の規模の⽅が、
スケールメリットとして、⼈員
の融通やチーム⼒を⽣かすこと
ができ、質の⾼い相談⽀援につ
ながるものと考えています。
・GPS機能を持った端末は⾼齢
者が持たずに外出してしまうこ
とや、電池切れの課題がありま
すが、他の捜索システムが開発
7-1-3

7

⾼齢者福
祉

1

⾼齢者が安⼼して⼈⽣を送れるまちにしま
す

認知症施策のより⼀層の充実を図ること。⾏⽅不明になってしまった認知症
3 患者を早期発⾒するため、実証実験が実⽤化されるまでは、GPS貸与の補助
などを検討すること。（新）

されるまでは有効な⽅法と考え

ある程度の有効性は把握しながらも、

ます。

やる気は⾒られない。

・GPSの補助は、介護保険での

2

対応になると考えます。
・どのような捜索システムが本
市に適しているか、引き続き検
討していきます。
・現在、損害保険会社各社から
認知症⾼齢者向けの賠償責任及
び⾒舞⾦費⽤の補償に関する商
品が販売され、個⼈の⽅でも加
⼊出来ます。
・⼤和市のように⾃治体が保険
7-1-4

7

⾼齢者福
祉

1

⾼齢者が安⼼して⼈⽣を送れるまちにしま
す

4

認知症の⽅が起こした事故の賠償保険加⼊をすること。その際⼤和市など他

加⼊した場合、同等の保険プラ

都市の事例を参考にすること。（新）

ンに個⼈で加⼊するより１割程

個⼈としての保険商品が出てきたこと
から、実施には消極的。マニフェスト
項⽬の⾒直しも検討。

度安価になると思われますが、

2

認知症⾼齢者のご家族から損害
への不安が聞かれないこともあ
り、個⼈のリスクに対して、ど
こまで市が負担すべきかなどを
考えてまいります。
・⽼⼈福祉センターや⽼⼈憩い
⾼齢者が災害発⽣情報や⽣活⽀援情報を得やすくすることと、⾼齢者の情報
7-2-1

7

⾼齢者福
祉

2 ＩＣＴ活⽤で⾼齢者をしっかり⽀えます

1

通信端末への習熟度を上げることを⽬的に、町内会館等にて⼿持ちの情報通
信機器（携帯電話・スマホ等）の活⽤⽅法を学ぶ場を提供すべく、市社協な
どと連携し⽅法を検討すること。

の家では、通信事業者と協⼒し
て「はじめてのスマホ教室」を

⽼⼈福祉センター以外にも要請があれ

昨年度から実施している。

ば町内会単位でも実施することを検討

・町内会館等での実施について
は地域の皆様の声をよく聞きな
がら検討してまいります。

15

3

ア

将来的には市⺠病院と新市

⽴病院が感染症対策をしっかり
と担っていくというのは当然の
ことと考えている。
イ

限られた建物⾯積で病床数

を確保する必要があるので、新
病院開院時の全⾯個室化を再度

8-1-99

8

医療・保
健

1 地域医療体制を強化します

99

(6) 新市⽴病院について

検討することは考えていない。

ア 将来的には市⺠病院と新市⽴病院が

新市⽴病院の基本設計では、将

感染症対策をしっかり と担っていくと

来の医療事業の減少を⾒据え、

いう意識を持つことが⼤事であると考

４⼩室を個室に改修することは

えるが、 市⻑の認識を伺う。

容易にできるようにしている。

イ 病室の個室化をいま⼀度検討するこ

なお、新病院の感染症の対応に

とについて市⻑に所⾒ を伺う。

ついては、６階部分に将来的に

全室個室化より仕切りによる個室変換
ができる病室を採⽤

2

感染症病棟に転⽤可能な個室エ
リアを設けるとともに、感染拡
⼤期には病棟全体を感染症病棟
として運⽤できるようにしてお
り、国が検討している新興感染
症の拡⼤期における医療の整備
⽅針とも合致したものとなって
いる。
・市職員にゲートキーパーとし
て意識を持ってもらうため、⼊
庁年数や役職に関係なく、年２
回ゲートキーパー研修を実施し
てきました。今後、どのような
形で実施することが効果的なの
8-2-1

8

医療・保
健

教職員を含め、市の職員の新⼈研修にゲートキーパー研修（初級）を導⼊
2 ⾃殺対策を推進します

1 し、管理職昇進時には中級・上級研修を導⼊するなど、さらなる研修機会の
導⼊をはかること。

か、若⼿職員を対象にした研修

新⼈研修での導⼊はならずも広がりが

や管理職を対象にした研修を含

⾒えた。管理職研修では3年度から導

め、検討していきます。

⼊。

また、教職員に対してのゲート

4

キーパー研修は、令和３年度か
ら実施します。令和３年度は、
管理職研修ですべての校⻑、教
頭を対象に実施し、令和４年度
以降は新任教頭のみを対象に実
施を予定しています。
ア
(1) ⾃殺対策について
ア ⾃殺防⽌の相談の受け⽫を増やすだ
けでなく、年齢や性別、属性を踏まえ
て⾏政側から⽀援情報を伝える「プッ
8-2-99

8

医療・保
健

シュ型」の ⽀援策の必要性について、
2 ⾃殺対策を推進します

99

市⻑の考えを伺う。
イ ⽀援や福祉サービスが必要な⽅に
リーチする⽅法をできる 限り増やして
いくための⼀つとして、ハローワーク
との連携を 考えるべきと思うが、市⻑
の考えを伺う。

⾏政側から⽀援情報を伝え

ることは重要と考えている。必
要な⽅に必要な⽀援が⾏き届く
ようSＮSによる情報発信の在り
⽅について⾃殺対策推進協議会
などを活⽤し検討を進める。
イ

ハローワークは平成１８年

度から⾃殺対策推進協議会に参
加している。結果、平成２８年
度からハローワークを会場に司
法書⼠・保健所職員が⼼と暮ら
しの相談会を実施している。今
後もこのような連携を継続し、
⾃殺対策を推進していく。

16

どのような形態で⾏うのが⼀番良いか
検討していく

3

令和２年12⽉、市役所前公園の
喫煙所の改修をJTの施⼯（無
償）により⾏いました。⼀定の
広さを確保し、パーテーション
で区切ることで分煙化を進め、
8-3-1

8

医療・保
健

3 その他

喫煙者と⾮喫煙者、双⽅に配慮して分煙化を進めること。官⺠連携も視野に

またお洒落な壁⾯によって喫煙

1 ⼊れて煙が拡散しない⽅式での喫煙場所を、まずは主要駅付近の路上喫煙が

所のイメージアップを図りまし

多く⾒られる場所に整備すること。

駅周辺での整備はされていないが、Ｊ
Ｔとの連携について回答あったので３

た。

3

主要駅付近の喫煙所につい
てゃ、⼀定の広さを有する適当
な場所の選定について、JTと連
携しながら検討してまいりま
す。
・感染防⽌を踏まえた、検査実
施のための会場のスペース確保
や実施により検診に要する時間
8-3-2

8

医療・保
健

３歳児検診における視⼒検査の追加及び視覚検査装置導⼊と、社会性発達の
3 その他

2 リスク評価を⾏う機器を導⼊すること。早期発⾒によって重症化を防ぐこと
ができ、結果的に社会的コストを減らすことが期待できる。（新）

の延⻑等の問題が発⽣すること
が予想されるため、導⼊予定は
ない。

今のところ導⼊の意思なし

2

新たな取り組み予定はなし

2

・今後、技術が発達し、検診の
場でも、有効に活⽤できる機器
が開発された際には導⼊を検討
していきたい。
・市内外約160か所の委託医療機
関⼜は保健所検診センターで受
診可能。
・委託医療機関及び保健所検診
センターでは検診受診時に、各
種がん検診等を同時実施でき、

8-3-3

8

医療・保
健

3 その他

3

市⺠検診や特定健診受診率向上のため、⾏政センターや⾃治会館、町内会館
等に保健所検診センター職員を派遣し、検診を実施すること。（新）

検診受診の機会及び利便性は確
保されている。
・国や⽇本医師会が推奨してい
る「かかりつけ医を持つこと」
においても、委託医療機関で健
康審査を受診する機会を作るこ
とを推進するものであり、あわ
せて受診率の向上を図るものと
考えます。
【昨年と全く同じ回答】
・予算措置の状況

なし

(1)⼀⻫避難訓練という形式で⾏
う必要性低い。

9-1-1

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

1

東⽇本⼤震災を教訓に、津波の恐れがある地域を対象とし、地域の実情を加

（２）避難場所をあえて指定せ

味して避難訓練マニュアルを作成し定期的に訓練実施するよう促すこと。そ

ず、いち早く⾼台に避難をと啓

の際、「津波てんでんこ」の概念を基にすること。また、訓練を通して町内

発しており、「津波てんでん

会・⾃治会を始め市⺠の意識が向上するよう努めること。併せて⾼さのある

こ」の概念と共通している。

マンションなどの「津波避難ビル」指定を危険性の⾼い場所で増やせるよう

（３）８施設に津波避難ビルと

努めること。

して協⼒してもらっている。

9⽉の委員会での答弁で、津波⾮難ビル
と協定を結んでいるところもあるが、
地震が来たら⾼台へ移動してください
とアナウンスしているので必要性につ

2

いては重視されていない。

（４）「津波避難ビル」の指定
も含め、沿岸地域の安全・安⼼
を図るための対策を検討してい
く。
・予算措置の状況

9-1-2

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

2

70,826千円

避難所の感染防⽌対策としてテントと

（応急対策事業）

間仕切りを購⼊しているが、段ボール

避難所でのプライバシーを確保するためのパーテーションや、衛⽣⾯、健康

・テントと間仕切りを購⼊

ベットについては未対応。

⾯を考慮した段ボールベッドを各避難所で備蓄すること。（新）

・震災時は、国がプッシュ型で
やっている⽀援を発災時に調達
したい

17

4

・発災後すぐの⼆次・三次福祉
避難所開設は、かえって避難す

9-1-3

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

⼤規模災害の発災時には、速やかに⼆次・三次福祉避難所を開設すること。

る⽅の混乱を招く恐れがあるた

重度の障害や疾病等がある災害時要援護者は移動が困難であるため、障害福

め、現在のところ計画の⾒直し

3 祉の専⾨知識を有する事業所などと要援護者リストを共有・連携し、⽣命の

は考えていない。

安全確保ができるよう努めること。市職員のうち看護師や保健師等の有資格

・リスト共有は個⼈情報保護の

者については、可能な限り発災時に福祉避難所へ配置すること。

観点から困難

2

⾒直しは考えていない

・保健師のすべての配置は困難
なため、巡回で健康管理⾏う

過去の震災の教訓から災害トイレの不⾜が⾒込まれるため、学校等の⼤規模
9-1-4

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

4

な避難所に⼤型マンホールトイレ・簡易トイレ等の設置を検討すること。併
せて紙おむつ等の衛⽣⽤品の備蓄等、実際に被災した⾃治体を検証して対処
すること。

各種災害⽤トイレには、それぞ

紙おむつ等の⽣理⽤品は震災時避難所

れー⻑⼀短があり、マンホール

に備蓄されているが、トイレは簡易ト

トイレのみで対応することは困

イレが⽤意されているのが多く、今後

難であることから、各種トイレ

⼤型マンホールトイレの設置が必要と

をバランス良く備蓄配備するこ

される。

3

とが重要である。紙おむつ等の
⽣理⽤品は震災時避難所に備蓄
【昨年とほぼ同じ回答】
（１）各施設所管部にＬＰガス
の有⽤性を伝える。
（２）８つの⾏政センターにＰ
ＣＳを導⼊し、災害時の⾮常⽤

PCSや電気⾃動⾞⽤外部充電器を導⼊

⼒供給源としてのLPガスの導⼊、電気⾃動⾞による給電体制整備などを地域 電源として利⽤している。今後

し進めてはいるが、全地域をカバーす

災害時に電気・ガス等のエネルギー供給が断絶することを想定し、熱源や電
9-1-5

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

5

の要望に応じて実施を進め、災害時におけるエネルギー供給源を確保するこ

はコミセンについても導⼊を検

るには⾄っていない。LPガスの導⼊を

と。

討する。

進める必要がある。

4

（３）ＰＣＳがなくても電気⾃
動⾞から給電を可能とする外部
給電器が商品化されており、購
⼊した

9-1-6

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

6

・⾵⽔害対策計画編は令和３年

県の対策も必要となるが、⾵⽔害によ

地域防災計画については、⾵⽔害による⾼潮・暴⾵⾬に対応できるよう改訂

度に改訂予定

る⾼潮対策は進んでいない。

すること。また、災害時の物流体制を維持するため、⾼潮・⽔害が予測され

・事業者は既に災害時の物流体

る地域については、運輸交通事業者と協議し、⾼台避難所を提供する等、対

制を維持するたの対策講じてい

策を講じること。（新）

ると思うが、その確認も含めて

2

意⾒交換していきたい
・市内の助産所２か所からは災
害時の協⼒は可能だが妊産婦等
の避難所としての対応は困難と
の回答えている
9-1-7

9

安全・安
⼼

市内の助産師会と災害時の協定を結び、助産所も妊産婦の避難所とするこ
1 災害に備えた体制づくりを整備します

7 と。⺟体保護法で定められている産後８週の期間においては、⺟⼦を安全に
⽀援できる環境と必要な物資を確保しておくこと。（新）

・災害時、⼀時避難所の中の⼀
次福祉避難所等において、妊産

2

市では対応困難と判断している

婦や乳児等の⽀援を要す⽅がい
る場合、保健師と連携し対応し
たいとの意向あり。
・紙おむつと粉ミルク備蓄して
いる。震災時には７０か所で渡
せる体制整備している。
(1) 復興事前準備について

9-1-99

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

99

ア 「復興まちづくりのための事前準備
ガイドライン」に沿った 準備について
本市の取組状況について伺う。

認識している。すでに本市職員
も事前準備ガイドラインに沿っ
た研修に参加し、先⾏した都市
を視察する

復興の事前準備の

訓練を迅速に進める
複合的⾃体には様々なパターン

(2) 複合災害への備えについて
9-1-99

9

安全・安
⼼

1 災害に備えた体制づくりを整備します

99

があり、現実的には難しい

基

ア 複合災害への備えとして、テント等 本的なことを⼀つずつしっかり
のパーティション以外に どのような取 準備し、現場の職員が適切に対
組をしているかについて伺う。

応

訓練をする・想像⼒を持

つ・危機意識をたかめる

18

認識している。すでに本市職員も事前
準備ガイドラインに沿った研修に参加
し、先⾏した都市を視察する

復興の

事前準備の訓練を迅速に進める

4

複合的⾃体には様々なパターンがあ
り、現実的には難しい。基本的なこと
を⼀つずつしっかり準備し、現場の職
員が適切に対応訓練をする・想像⼒を
持つ・危機意識をたかめる

2

予算措置の状況

７６５千円

【昨年と同じ状況】
原⼦⼒防災の対象となるもの
は、「核燃料加⼯⼯場 (GNF-J)

原⼦⼒関連の危機管理については、迅速な情報収集と連絡体制の構築に努
9-2-1

9

安全・安
⼼

め、市⺠・基地従業員等に万全な対策を講ずること。異常な事象や、事故が
2 災害時の情報伝達⽅法を改善します

1 発⽣した際には、全ての情報をインターネット上で誰でもアクセスできる形
で公開し、発⽣事象への対処⽅法の考案や事後の改善策検討において、国内
外様々な研究機関などの協⼒が得られるようにすること。

」と「原⼦ ⼒艦船」の 2 つ。原

放射能測定調査事業、原⼦⼒防災対策

⼦⼒艦船に関しては、放射能監

事業として計測している点、基地従業

視体制の強化や、各種の訓練等

員には放射能漏れの事故を想定した訓

に取り組む中で、国、県、防災

練は⾏われているが、通報訓練が主体

関係機関、⽶海軍と密接な連携

で、全従業員が対象とされていない課

体制が構築。⽶海軍との合同訓

題が残る。情報に関しては⽶軍側の判

練とは別に、市⺠参加による本

断に委ねられる為、より⽶軍側との情

市独⾃訓練を実施。 基地従業員

報共有の必要性がある。

3

につきましては、⽶海軍との合
同訓練の中で、従業員への通報
訓練や避難訓練を⾏っており、
今後も継続。
・防災⾏政無線はきめ細やかな
情報を伝えるには不向きな⼿
段。
9-2-2

9

安全・安
⼼

2 災害時の情報伝達⽅法を改善します

2

・きめ細やかな情報を伝えるに

防災メールの活⽤に合わせ公式Twitter

災害は、地域ごとで被害の状況が違う。その為、⾏政防災無線を活⽤し、地

は防災情報メールの活⽤が現状

との連動やLINEの活⽤と新たに防災無

域ごとにきめ細やかな情報提供を⾏うこと。（新）

の最善策。

線のステレオタイプを富⼠⾒町に導⼊

・令和元年度から市の公式

し検証している。

4

Twitterとの連携を開始。メー
ル、Twitter、LINEの３つの⼿段
で情報⼊⼿可能。
予算措置の状況
コミュニティ活動交付⾦

１５

６，５１６千円
・町内会・⾃治会館は市の施設
ではないため、Wi-Fiスポットの
設置はそれぞれの判断。
・⾏政センターやコミセンは現
時点でWi-Fi導⼊の具体的予定は
ない。ニーズや費⽤対効果など
9-2-3

9

安全・安
⼼

2 災害時の情報伝達⽅法を改善します

3

町内会館・⾃治会館・公共施設・市街地にWi-Fiスポットの設置を推進する

勘案し、導⼊について検討。

こと。またこれらを活⽤し、防災訓練等で体験訓練を実施すること。

・震災時避難所となる⼩中学校

コミュニティ活動交付⾦の活⽤に関し
て、質問の趣旨に前向きな答弁が得ら
れなかった。積極性が感じられない。

体育館には電波状況が良くない
⼀部の学校を除いて、Wi-Fiルー
ターを設置しているが、通常時
はソフトバンク回線を使⽤する
モバイルでなければ接続できな
い。
・ファイブゼロ・ジャパンの発
動は災害発⽣時に限られるため
体験訓練の実施は難しい。

19

2

予算措置の状況

(3) (仮称)⻑坂緑地について

⾥⼭的環境保全・活⽤事業

ア 現時点でどのような活⽤を考えてい きたが、区域内に⺠有地が存在

⼀部区域で⾥⼭再⽣事業⾏って

４，３７８千円

るかについて伺う。

し、さらに中⼼地に県の残⼟処

イ ⼟地利⽤を図っていく上で、現状の 分場があるため、緑地全体の活

⾥⼭的環境の保全については、⺠間団体（NPO、企業等）・市⺠と協働し、
10-1-1

10 環境

1 豊かな⾃然環境に親しみやすくします

1

⽣物多様性の観点から保全をすすめ、市⺠交流の場としての活⽤の促進をは
かること。とりわけ⻑坂緑地については、活⽤計画を市⺠や⺠間団体と協議
しながら具体的に策定すること。

・ボランティア講習会修了⽣に

⾃然環境を⽣かした⽅策 を考えていく ⽤計画は定めていなかった。し

よる団体が令和元年度に発⾜

必要がある。例えばオートキャンプ場

し、⾃主的な活動を始めてい

や⾃然をそ のまま利⽤したドッグラン 活⽤、災害時有効利⽤が可能な

る。

なども考えられるが、市⻑の考えを伺

エリアがあることから、今後緑

・⾥⼭活動に関わる諸団体、企

う。

地全体のゾーニングと活⽤⽅針

かし区域内には⾃然を⽣かした

業、⾏政が連携して、新たなプ

を早期に検討していく必要があ

⾥⼭的環境保全活⽤事業については予

ロジェクトを⽴ち上げ、⾥⼭再

ると考えている。あわせて官⺠

算化された。⾃然環境を⽣かした⼟地

⽣・活⽤エリアを拡⼤してい

連携など様々な主体が参画でき

活⽤については早期に検討していく必

る。

るルールづくりを検討してい

要性があるとう前向きな答弁が得られ

・⻑坂では、公園⽤地内に県の

く。

た。

4

残⼟処分要地があり、エリア全
体の活⽤計画を策定するのが難
しい状況ではあるが、活⽤エリ
ア拡⼤や活動⼿法について検討
していく。
・野⽐かがみ⽥については⽣物
多様性の観点から、その貴重な
⾃然環境の保全・活⽤を継続し
ていく。
(1) 脱炭素社会実現に向けた具体的な

ア

⽅策について

悟と決意を⽰すために今後脱炭

温暖化対策を進めていく覚

ア 「横須賀ゼロカーボンシティ宣⾔」 素関連条例を制定すると共に現
に⾄った市⻑の思いにつ いて伺う。

在策定中の新たな環境基本計画

イ 脱炭素社会実現に向けて市や市⺠、 や地球温暖化対策実⾏計画にそ
事業者ができる具体的な ⽅策について の思いを反映させていきたい。
現段階で分かっていること、市議会に

10-3-99

10 環境

3 その他

対して求め ることについて伺う。

イ

(2) 海洋プラスチックごみ問題につい

の新たな環境基本計画や地球温

具体的なものは現在策定中

て

暖化対策実⾏計画において⽰し

ア 施政⽅針では市⺠や事業者、海洋関 ていく。共に歩みを進めていた

99

マニフェストに⼊れる項⽬？

連の研究機関などと連 携・協⼒して取 だきたい。
組を進めていくとのことであるが、具
体的な取 組について伺う。

（２）

イ ⽣分解性プラスチックを使⽤した製 ア

海岸で回収したマイクロプ

品が普及すれば、結果と して⾃然にか ラスチックをJAMSTECに分析し
えらないプラスチックを減らすことに

てもらい、その結果を市⺠啓発

つながる。 海洋プラスチックごみ問題 につなげていきたい。
に対する具体策として、こうした製 品
に対する助成制度を設けることを検討

イ

してはいかがか。

⼒してもらい講演会開催。

昨年はジャムステックに協

・⺠法の第233 条により⾏政が越
境した樹⽊の伐採を⾏うことは
できません。市⺠からの相談に
対して適宜助⾔や情報提供を⾏
なっているが、最終的には当事
者間で解決していただく問題。
・隣地が空き家で樹⽊の所有者
11-1-1

11

まちづく
り

1

新規のミニ開発を抑制し、再開発や空き家
の活⽤を進めます

隣地の樹⽊の越境・倒⽊などの問題に対し、できる限りの解決⽀援をするこ

等が不明な場合は、市で所有者

1 と。特に、空き家であることに起因する課題については、空き家状態の解消

を調査して所有者に対して樹⽊

に向けて、部局横断的に連携し取り組むこと。

最終的には当事者間で解決していただ
なし

の適正な管理をお願いしてい

く問題であるとし、抜本的な改善策が
困難である旨の部局返答

る。
・空き家対策については、すで
に課⻑級の連絡会議を設置して
部局横断的に連携して取り組ん
でいるところです。（空き家等
適正管理関係事業連絡会議設置
要綱）
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2

予算措置の状況
横須賀中央駅周辺地区関連
５，０００千円
JR久⾥浜駅周辺地区関連
中央・久⾥浜・追浜の駅前再開発においては、主体となる準備組合・協議会
11-2-1

11

まちづく
り

2

駅前再開発に市も参画して、公共施設と⼀
体的に整備します

1

に対し、公共施設の組み込みを積極的に検討するよう依頼すること。特に、
中央地区においては、中央図書館・児童図書館の移転も含めて検討するこ
と。

７，０００千円

若松⼀丁⽬は再開発の都市決定した

追浜駅前市街地再開発事業関連

が、横須賀中央地区、具体的な動きは

１，３７５千円

まだ。図書館についても、進展はなし
なので２

公共施設と⼀体的に整備するこ

2

とについては、FM戦略プランを
踏まえ将来を⾒据えたまちづく
りの視点からその必要性を検討
してまいります。
令和２年度より、市内公⽴学校
の管理職や総括教諭を対象に学
11-4-1

11

まちづく
り

4

⼩学校ごとの地域コミュニティをつくりま
す

1

学校と地域住⺠が⼀体となって学校運営を⾏っていくため、コミュニティ・

校運営協議会制度についての研

予算審査の質疑で3年度からモデ 令和3年より段階的導⼊。次年度モデル

スクールの導⼊検討を加速させること。

修を⾏い、コミュニティ・ス

ル校の導⼊を確認

校の設置が決定

クール設置に向けて準備を進め

5

ています。
ア

住友が浦賀やレンガドック

への強い思いをもとにきめてく
れた。まずはレンガドックを中
⼼とした活⽤策を考える。
(1) 浦賀ドックとその周辺の⼀体的な

イ

まちづくりについて

としてハブになる。レンガドッ

市の代表的な集客交流拠点

ア ドックの活⽤についてはその歴史的 クを中⼼に多くの⽅に周遊いた
価値をしっかりと踏ま えた活⽤⽅法に だくことが不可⽋。浦賀全体の
すべきと考えるが、市⻑の考えを伺

街づくりが⼤事。まずはレンガ

う。

ドックの整備⽅針を決めること

イ ドックの活⽤をその周辺施設や史跡 を、令和３年度の最重要施策と
11-5-99

11

まちづく
り

5 その他

99

と合わせて⼀体的に活 ⽤することを検 して⾏う。

浦賀ドック周辺についてはしっかり⾏

討する必要性について、市⻑の考えを

ウ

われていくことが⾒込まれるので４

伺う。

理解いただいている。地域の⽅

担当部が地域に逐次報告し

ウ 検討の段階で、地域の理解を得なが が喜んで迎え⼊れてもらえるも
ら進めていくことの重要性に対する市

のとする。

⻑の考えについて伺う。

エ

鉛などの汚染がある。アス

エ ⼟壌改良をする場合、どのぐらいの ファルト、コンクリがあるの
費⽤がかかると⾒込んで いるかについ で、⼟を掘り返し⼝にしない限
て伺う。

り健康被害はない。掘削した⼟
砂は適正に処理しなければなら
ない。⼟砂をなるべく出さない
⽅法を検討。現時点での概算は
差し控える。
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4

アとイ

２２カ所の公衆トイレ

については、洋式化、みんなの
トイレ化を進めている。今後⽼
(7) 公衆トイレ等の今後の在り⽅につ
いて
ア 公⺠連携を図り、場合によってはコ
ンビニ等への維持費の助 成等による代
替の検討の必要性について伺う。
イ 廃⽌しないのであれば、建て替えの
際は、みんなのトイレや 多機能トイレ
11-5-99

11

まちづく
り

5 その他

にすることについて市⻑の考えを伺

99

う。
ウ 有料化することを検討してはいかが
か。
エ 公共施設のすぐ近くなど、他に利⽤
できる場所がある公園な どは⽼朽化に
よる更新時に周辺住⺠の意⾒を聞きな
がら廃⽌ することを検討する必要性に
ついて伺う。

朽化による更新時には使⽤頻度
や周辺の状況を考慮し、廃⽌や
⺠間トイレの維持費の助成等に
よる代替、みんなのトイレ化も
選択肢に含め検討していく。
ウ

公衆トイレは誰でもいつで

も気軽に使⽤できるものであ

有料化については良い答弁が得られな

り、本市の設置場所では残念な

かったが、その他の部分については前

がら有料化は難しいと考えてい

向きな答弁が得られた。

4

る。
エ 現在市内５４４公園のうち、
１０３公園にトイレがある。運
動公園や集客公園など⼤規模な
公園を除いた児童公園について
は６６公園に設置されている。
⽼朽化による更新時には地域の
意⾒や周辺状況も考慮し、廃⽌
も選択肢に含めて考える。
指摘通り⼤勢の⼈を集客する場

(1) アーティスト村について
11-5-99

11

まちづく
り

所ではないと認識している。外

ア 今後の展開として、まちなかに芸術 部の⼈とのつながりは、公共が
5 その他

作品を展⽰するパブリッ クアートのよ 拠点作りをするよりも、商業施

99

うな⽅策も考えられると思うが、市⻑

設など、多くの⼈が集う場所で

の考えを伺 う。

アーティストたちの作品に触れ

概ね前向きな答弁なので４

4

る機会を増やしていく。
・⾃転⾞を活⽤したツーリズム

12-4-1

⾃転⾞で通⾏する際、路側帯にある排⽔溝周りの凹凸が転倒等の事故を起こ
12 地域交通

4 その他

1 す原因となっている。⼟⽊だけでなく観光・スポーツの観点で優先順位をつ
けて横断的に対処していくこと。（新）

の機運が⾼まってきており、安

■令和3年3⽉定例議会

全・快適な⾃転⾞の通⾏環境の

科会

確保は必要と考えます。

路側にごみがたまりやすく、漏⽔の LINEを活⽤した市⺠通報システムが導

・整備を検討してまいります。

凍結等の危険性のあるトンネルの管 ⼊されることもあり、継続的な改善が

・国や県が管理する道路につい

理について質疑し、定期的な管理・ ⾒込まれる。

ては通⾏空間の整備を要望して

清掃を求めた

都市整備分

2021年4⽉から、道路維持管理に際し

3

まいります。
1 予算措置の状況
公共施設保全システムに関する
保守管理委託料1, 1 3 6千円
2 考え⽅
・令和元年度に公共施設保全シ
ステムの機能の⼀部として施設
カルテを作成・公表しており、
この中に施設に関する維持管理
13-1-1

13 公共施設

1

市⺠ニーズに応えて貸館施設をリニューア
ルします

1

市施設の維持管理費を節減するため、業務遂⾏に必要な⾯積を最⼩限とする

コストや利⽤者数なども記載し

べく、コスト意識をもった運営に努めること。そのため「施設カルテ」の中

ている。これらのデータを毎年

将来的な部分はもっと前倒しして欲し

⾝の充実など具体的な⼯夫をし、将来的に施設の縮⼩、統廃合を進めるこ

度所管課が⽐較・更新すること

い部分もあるので、３

と。

で、コスト意識の醸成につなげ
ている。
・令和３年度予算については、
電⼒調達や⾏政センターの機械
警備について⾒直しを⾏い、維
持管理コストの縮減を図ってい
る。
・より加速して進めていく考え
です
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3

・コミセンの個⼈利⽤について
は、団体でご利⽤いただく施設
としているため、個⼈利⽤を認

・コミセンの個⼈利⽤については、個

めている⼀部スペースを除き、

⼈利⽤を認めている⼀部スペースを除

個⼈での利⽤は考えていない。

き、個⼈での利⽤は考えていない。

・コミセンの予約なし利⽤につ
貸館施設の利⽤については、現在団体であることが登録要件となっている
13-1-2

13 公共施設

1

市⺠ニーズに応えて貸館施設をリニューア
ルします

2

が、市⺠１⼈でも利⽤できる体制とすること。また、空き室がある場合は、
予約なしの利⽤を可能とし、施設内の共有スペースに充電スポットを設ける
こと。（新）

・コミセンの予約なし利⽤について

いては、利⽤登録をしている団

は、利⽤登録をしている団体は予約

体は予約⼊っていない部屋につ
いては利⽤⽇当⽇でも利⽤がで

⼊っていない部屋については利⽤⽇当

-

⽇でも利⽤ができる。

きる。

・コミセンでの充電については貸室の

・コミセンでの充電については

3

利⽤団体が活動のために電源を使⽤す

貸室の利⽤団体が活動のために

ることできる。平常時は個⼈の負担で

電源を使⽤することできる。避

⾏うべきものと考えているので、現在

難所設置の場合は可能としてい

のところ考えていない。

るが、平常時は個⼈の負担で⾏
うべきものと考えているので、
現在のところ考えていない。
・FM戦略プランに基づいて、機
能を移転した後に廃⽌する⽅向
で協議している。
・跡地利⽤については、市全体
13-1-3

13 公共施設

1

市⺠ニーズに応えて貸館施設をリニューア
ルします

秋⾕⽼⼈福祉センターについては、歌川広重の浮世絵にも描かれた恵まれた

で検討するだけでなく、地域住

3 景観を活かし、宿泊施設や集客施設としての転⽤を⾒据えつつ⺠間のサウン

⺠の⽅などからも幅広い意⾒を

ディング調査を実施すること。

検討の⼀つとしてあるが、具体には決
まっていない。

うかがってまいります。

3

・サウンディング調査について
は、活⽤⽅法を検討する上で、
有効な⼿段の１つと捉えてい
る。
・⾃然博物館の分館と位置づ
け、社会教育施設である博物館
天神島ビジターセンターは、⼟地を県から無償や安価で譲渡を受けるか、も
13-1-4

13 公共施設

1

市⺠ニーズに応えて貸館施設をリニューア
ルします

しくは市が⾃由に使える許可を得ること。そのうえで、所管を教育委員会か

が管理運営していくことが望ま
しいと考えています。

4 ら環境政策部に移管し、エコツアーの拠点として再整備すること。その際、

・教育機能や⽂化財保護を継続

佐島マリーナ株式会社および⼤楠漁協佐島⽀所と連携し、環境保全と経済活

し、環境保全と経済活性化の活

性化の両⽴を公⺠連携で取り組むこと。

⽤の両⽴ができるのか、博物館

従来からの考え⽅を変えていない。

2

のリニューアルの検討と併せて
研究。
・地元町内会役員の⾒解は、近
隣住⺠の要望や意⾒を無下にせ
ず慎重に協議を進めてほしいと
いうもの。

・地元町内会役員の⾒解は、近隣住⺠

・⼈⼯芝⽣化はラグビー協会と
13-2-1

13 公共施設

2

地域の声を聴いて公園のルールと設備を⾒
直します

1

稼働率の低い⼤津公園の運動場(ラグビー場)は、⼟⽇休⽇だけではなく、平

しては、⽕傷や膝への負担や利

⽇も利⽤できるよう地元住⺠との協議を進めること。

⽤料⾦値上げへの懸念から反対

の要望や意⾒を無下にせず慎重に協議
を進めてほしいというもの。
・平⽇開放については慎重に検討した

意⾒が出されている。

い。

・⼈⼯芝⽣化は３億７千万円と
試算しており、実施は困難。
・平⽇開放については慎重に検
討したい。
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2

総合教育会議の中で教育委員に
私の社会教育施設のあり⽅につ
いての考え⽅を伝えて検討をお

横須賀美術館については社会教育施設としての機能や美術館としての格式を
13-4-1

13 公共施設

4 その他

1

しっかりと維持しながら、官⺠連携も視野に⼊れてさらなる集客を図ること
ができるよう、ワークショップやイベントなど、スペースの活⽤を⼤胆には
かること。

・機能美や格式が維持できるよ

(2) 横須賀美術館のさらなる活⽤につ

う、来年度も充実した事業を⾏

いて

うとともに計画的な修繕を⾏

ア 芝⽣広場を使ってイベントを開催す

う。

る、市⺠がより美術館を 訪れやすくす

・京急や集客促進実⾏委員会と

るキャンペーンを⾏う、コロナ禍で苦

連携しているところで、今後も

境にあるア ーティストのために展⽰場

連携強化を図っていく。

所を提供するなど、感染リスクを下 げ

・芝⽣広場をはじめ屋外スペー

つつさらに美術館の価値を⾼める⽅法

スを活⽤したワークショップや

は様々考えられるが、 今後の美術館の

展覧会イベント等を企画し、集

さらなる活⽤について市⻑、教育⻑に

客に努めていく。

伺う。

願いしたところ。美術館のさら
なる活⽤についてもその考え⽅
を踏まえ検討していきたい。
（教育⻑）先⽇の総合教育会議
で社会教育施設のあり⽅につい
て、市⻑から投げかけをいただ

総合教育会議の中で今後の検討が始ま

き、検討を開始したところ。横

る。

須賀美術館は⾃然環境と⼀体と

3

なったそれ⾃体が芸術作品であ
ると考えている。集客や都市イ
メージの向上に貢献できる施設
であるが、さらなる活⽤の仕⽅
については、社会教育施設のあ
り⽅の検討を踏まえ考えてい
く。

再開発事業を含め、⼟地利⽤の
13-4-2

13 公共施設

4 その他

児童図書館は、図書館や⼦ども関連など他施設との合併も視野に⼊れつつ、

検討をする際には、関係機関、

2 再開発計画への組み込みを検討すること。また跡地については⺠間のサウン

準備組合等との調整を図り、望

ディング調査を実施すること。

将来的な解答しかないので２

2

昨年度からあまり変わらずなので２

2

まれる機能について検討してい
きます。
・⻑期的な課題として情報収
集、研究を⾏なっている。
・単館での新設は現状では厳し

13-4-3

13 公共施設

4 その他

3

公⽂書館整備について情報収集、研究を進めた結果を⽰し、図書館等との複
合化での整備の計画を進めること。

い。図書館等、他施設との複合
化や既存施設の利⽤を軸に考え

-

るべきと認識している。
・施設更新等のタイミングで、
より具体的な検討ができるよう
にしていきたいと考えている。
機械実習棟は、建物及び機械器
具類の⽼朽化が著しく、機器の
精度が落ち使⽤出来ないもの

13-4-4

総合⾼校の⼯業実習棟は、利⽤頻度が低くなっていることから、授業に⽀障
13 公共施設

4 その他

4 のない範囲で「ファブラボ」など「ものづくり⼯房」としての活⽤を図るこ
と。（新）

や、現在では⼀般的に使われな
くなっているものもあります。

学校側との検討は始まるようだが、先

今後、機械⼯作等の授業をどの

⾏きは不透明

ように扱っていくか、また、ご

2

要望のように⼀般の⽅の利⽤が
できるかどうか、学校側と検討
していきたいと思います。

(5) すこやかんについて
ア 現在の「すこやかん」が、開館当初
のそもそもの⽬的からず れてきてし
13-4-99

13 公共施設

4 その他

99

まっているのではないかとの認識に対
する市⻑の 考えについて伺う。
イ 施設⾃体を⺠間に貸し出す、あるい
は売却するなどの⽅向性 も視野に⼊れ
て検討する必要性について伺う。

ア

当初の⽬的と⼤きくずれて

いるとは思わない。データヘル
ス活⽤、未病対策に⼀層寄与す
る施設となるよう取り組む。
イ

特定天井は法改正を受けて

認識の違いは⼤きい。

2

「検討する」との回答あり

3

の回収。施設の賃貸、売却は考
えていないが、給排⽔施設は３
０年をめどに交換が必要なの
で、有効活⽤を考えたい。

浦賀コミュニティセンター分館につい
13-4-99

13 公共施設

4 その他

99

ては、ドック周辺の⼀ 体的なまちづく

分館は郷⼟資料館。⽴地から利

りの中で整理統合するなどし、歴史資

⽤者が少ないことは認識してい

料館機能 ももっと訪れやすい場所に移

る。分館の資料の利活⽤も併せ

動することを検討する必要性に ついて

て検討する。

市⻑の考えを伺う。
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予算措置：７７千円（中⼩企業
振興対策事業）
717千円（商⼯相談事業）
・横須賀商⼯会議所、横浜銀
⾏、かながわ信⽤⾦庫、湘南信
⽤⾦庫、神奈川県信⽤保証協会
の相談窓ロを連携して「横須賀
市中⼩企業アドバイザーネット
ワーク」を平成30年4⽉に設⽴。

14-1-1

14 地域経済

1

起業・創業・中⼩企業の経営の悩みを⽀援
します

中⼩企業経営者の悩みを、豊富な経験を持つ専⾨家がアドバイスする体制を
1 つくること。F-bizのようなハンズオン⽀援で、気軽に相談に来られるような
場づくり、実のある⽀援策を講じること。

・どの窓⼝に相談に来ても、経

コロナの緊急対応として相談窓⼝を設

営改善や新商品・新サービスの

置して体制を強化しているが、これを

開発、取り引き先の拡⼤といっ

持ってして「実現」とは⾔えないよう

た経営課題から、創業⽀援や⼈

に思われる。

材確保策に⾄るまで、様々な相

本来の提⾔の趣旨をもう⼀度内部で確

談に伴奏型で⽀援する体制を構

認した上で、進捗を評価したい。

3

築。
・新型コロナウイルス感染症の
緊急対応として、（公財）神奈
川県産業振興センターに協⼒い
ただき、中⼩企業診断⼠による
専⾨的な相談窓⼝「緊急経営改
善相談よろず⽀援拠点」を経済
企画課に設置し、体制を強化し
ています。
ア

制度開始６年⽬を迎え、課

題がある。特定の団体ではな
く、誰もが⽀えあう活動を構築
しなければならない時代。しか
し商店街で使えるようにするに
はそれだけの原資が必要で、
NPO⽀援基⾦ではまかなえな
(6) 市⺠協働ポイント制度について
14-3-1

14 地域経済

3

外国⼈の消費を喚起するためキャッシュレ
ス化を推進します

1

様々なキャッシュレスサービス

ア 地域の商店街などで使えるポイント

地域電⼦通貨「スカPay（仮称）」を導⼊し、地元のお⾦が地元で回る仕組

がある中、新たに市独⾃の電⼦

にすることを検討して はいかがか。

みをつくること。

通過を導⼊し、定着させるため

イ 地域通貨を導⼊し、市⺠公益活動ポ

の可能性を研究していきます。

イント制度と併わせて⾒ 直しする必要
性について市⻑の考えを伺う。

い。感謝と助け合いの気持ちに
満ちている今、働きかける良い
機会ですので、ポイント制度⾃
体を⾒直したい。
イ

⾦融機関を中⼼として実施

していることは聞いているが、
実施主体の⿊字化は難しいと聞
いている。新たな地域通貨の導
⼊と普及は難しいと感じてい
る。他都市の事例など⾒ながら
検討する。したがって、ボラン
ティアポイントと連携させると
しても、その後の検討となる。
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引き続き検討の状況

3

予算措置
６０，９７７千円（商業振興対
策事業）
１４，９９９千円（スタート
アップ推進事業）
・シェアキッチン・シェア
ショップは推進に向けて研究を
⾏ってまいります。
・「空き店舗出店促進事業補助
⾦」を設けています。
14-4-1

14 地域経済

4

商店街を居⼼地のいい空間にし、⼈の流れ
をつくります

空き店舗を活⽤して商店街のにぎわいづくりに効果の⾒込めるシェアキッチ
1 ンやシェアショップの設置にむけ⽀援すること。また、外国⼈が創業する際
の相談窓⼝を設置すること。（新）

現状の外国⼈向けの相談窓⼝では、創

・この補助⾦はシェアキッチ
ン、シェアショップを開業する
場合にも、使⽤することが可能

業⽀援にたどり着く可能性は低い。
-

そもそもの外国⼈側のニーズも踏まえ
て、今後の提⾔の仕⽅については検討

です。

2

が必要。

・専⾨的な相談はその分野に精
通している機関に引き継ぐこと
になるため、様々な機関との連
携が望ましい。
・わかりやすい相談体制を整備
するために、まずは⼀次的な受
付窓⼝を設置し、専⾨的な相談
にも対応していくために、様々
な機関との連携を進めていきま
す。
主に宅配便や農産品など⾼速性
を求められる貨物が対象と聞い
ている。ネット通販などの普及
により、宅配便の需要が増加し
(8) フェリー航路について
14-5-99

14 地域経済

5 その他

99

ている中、コロナ禍で、より需

ア フェリー航路の経済を回す物流の需 要拡⼤。フェリーの必要性はよ
要についての動向をど のように捉えて り⼀層⾼まる。環境意識の向上
いるかについて伺う。

なし

2021年7⽉の就航を控え、準備が進めら
れている

やドライバー不⾜で海上輸送に

5

注⽬が集まる中、本フェリー航
路を活⽤した物流について業界
からの期待は⾼いと考えてい
る。
(5) 海辺の活⽤について

逗⼦鎌倉の海岸と⽐べるとマリ

ア 本市の魅⼒ある海岸についてそれぞ ンレジャーで訪れる⼈は少な
れの特徴や利⽤⽅法を盛り込んだマッ

い。仕掛けづくりを強化せねば

プ作成やSNS等のインターネットを駆

ならない。来年度、観光情報サ

使し た情報発信をしていくべきである イトのリニューアルに合わせ、
と考えるが市⻑の所⾒を伺 う。

海をカテゴリとしたベージの作

マリンレジャーについてはまだ具体化

15-1-99

成、インスタなどで情報発信す
15 観光

1

海辺を効果的に活⽤した観光地を実現しま
す

る。BBQやキャンプ、マリンス

99

エンターテイメント」を掲げ、意欲的
な市⻑答弁もあるため、取り組みの前

のアクセスに必要な情報、海辺

進は期待できる。

の散策の楽しみ⽅やインスタ映
えする写真スポットの紹介など
幅広い世代がいってみたいと感
じるよう様々な情報発信⾏なっ
ていく。
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されていないが、「⾳楽・スポーツ・
なし

ポーツができるエリアや、⾞で

4

・FM戦略プランにおいて、キャ
ンプ機能は集約・統合の検討と
いう位置づけ。施設の⽼朽化な
ど多くの課題がありますが、施
設が存続している間の稼働率の
15-2-1

15 観光

2

観光資源に磨きをかけ、来街者の満⾜度を
向上します

⽥浦⻘少年⾃然の家の利⽤対象者を全年齢層に広げ、名称を「⽥浦キャンプ

向上について、⺠間活⼒導⼊の

1 場」等に改称し、⺠間活⼒も導⼊しつつ飲酒解禁など規制緩和を進めて、稼

可能性も含め、庁内関係課と検

働率を向上させることについて、早期に実現に向けて検討すること。

現在検討中

3

e-bikeの活⽤を検討している

3

討しているところ。
・次期指定管理者の公募選考に
おいては、⽥浦梅の⾥と⼀体で
指定を⾏い、稼働率の向上に向
けて利⽤対象拡⼤の取り組みな
どを考えていきます。
予算措置

1,497千円

・令和２年度、スポーツ庁の
「地域スポーツ資源を活⽤した
インバウンド拡⼤のためのモデ
ル事業」として「サイクルツー
リズムモデル事業」（全額国
費）を実施している。
・体⼒をあまり使わず⻑距離移
15-2-2

15 観光

2

観光資源に磨きをかけ、来街者の満⾜度を
向上します

ルートミュージアム構想において、ガイダンスセンターを訪れた観光客が効
2 率的にルートを周ることができるよう、超⼩型電気⾃動⾞や電動⾃転⾞を活
⽤した気軽な観光周遊を推進すること。

動できるe-Bikeで宿泊を伴う新し
い観光モデルを創出し、将来的
には⺠間事業者の収益のみで観
光モデルが成⽴することを⽬指
している。
・令和３年度以降、ガンダンス
センターやルートミュージアム
構想上のサテライトを周遊する
⼿段としてもe-Bikeが活⽤できる
よう、⺠間事業者と検討してい
く。
予算措置

７，５２６千円（集

客プロモーション事業）
・Facebook、Twitter、Instagram
を活⽤して、イベント情報や
15-2-3

15 観光

2

観光資源に磨きをかけ、来街者の満⾜度を
向上します

3

横須賀市の観光促進のために、ターゲットを明確にしたSNS活⽤戦略を⽴て
て、観光客⽬線に⽴った情報発信を⾏うこと。（新）

キャンペーン、観光情報を発信

webサイトの刷新、SNSの委託など⼤き

している。

く前進

・来年度から新たに、470万⼈の
会員を抱える東京カメラ部に運
営委託を⾏うことで、横須賀の
魅⼒をより多数の⼈へ効果的に
発信する取り組みを⾏う。
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4

予算措置

都市間交流事業（１

９，７０５千円）に含む
・会津若松市とはH１７年４⽉に
友好都市提携。10周年のH 27年
８⽉に会津若松市の中学⽣40名
が「会津ジュニア⼤使」として
本市を訪問。修学旅⾏では、29
年４⽉に会津若松市の中学⽣が
鴨居の会津藩⼠の墓を訪問。令
会津若松市と富岡市が、本市となぜ友好都市協定を結んでいるのかが⼩・中
15-3-1

15 観光

3

歴史遺産に正⾯から光を当てた観光資源の
活⽤をします

1

学⽣に知られていない。両市との交流事業として、⼩・中学⽣が友好都市協
定を結んでいる歴史的背景が理解できるような相互交流企画を実現するこ
と。

和元年５⽉に坂本中学校が会津
若松市を訪問。

昨年度と同じ回答。

・富岡市とはH２７年11⽉に友好

市への提⾔の仕⽅を⼯夫する必要あり

都市提携。H 27、28年11⽉に富

3

岡市の⼩学⽣が修学旅⾏でヴェ
ルニー公園とヴェルニー記念館
を、29、30年８⽉に富岡市の中
学⽣がキャリア教育の⼀環とし
てJAMSTECなどを訪問。
・今後も本市と会津若松市、富
岡市の歴史的関係を⼩・中学⽣
が理解できる取り組みについて
検討してまいります。

ア

昨年10⽉にNTT東⽇本、

NTTe-sportsと包括協定を結ん
だ。観光客のスマホ情報から回
遊パターン、AIbeaconを市内１
５か所に設置する⼯事を進めて
(2) ルートミュージアムとデジタル

いる。また、スマートタッチプ

マーケティングについて

レートの設置を市内４９か所で

ア デジタルマーケティングとしてのイ 進めている。属性データの蓄積
ンターネットを使った プロモーション ができる。来年度から観光客が
15-3-99

15 観光

3

歴史遺産に正⾯から光を当てた観光資源の
活⽤をします

99

等の新たな⼿法を積極的に取り⼊れ、

どの地域から来たのか、どう

実践して していく必要性について伺

いったルートを周遊するかの分

う。

析ができる。今後の観光戦略に

AI Beaconを使った調査などの実施

4

前向きな検討あり

3

イ 横須賀中央駅前に移転される観光案 分析結果を⼤いに反映していき
内所をティボディエ邸 と連携して展開 たい。
する必要性について市⻑の考えを伺
う。

イ

ティボディエ邸と

中央駅

前に移転予定の観光案内所はお
互いの職員の情報共有必要。
観光協会と、ティボディエ邸事
業者のスムーズな情報共有必
要。
ア

2022年⼤河ドラマで三浦⼀

族が登場する。幅広い世代に興
(4) ⾐笠地区のまちづくりについて
ア ⾐笠観光協会や商店街など地元の⼈
たちと連携して、観光客 が周遊する際
の地元の受⼊れの⼟台を強化すること
15-3-99

15 観光

3

歴史遺産に正⾯から光を当てた観光資源の
活⽤をします

99

について 市⻑の考えを伺う。
イ ⼤⽮部弾庫跡地移管の状況について
伺う。
ウ 三浦⼀族の遺跡の調査や整備だけで
も先⾏して進められな いかどうかにつ
いて伺う。

味を持っていただけるような企
画を考えていきたい。⾐笠観光
協会や地域の皆様と連携しなが
ら、進めていきたい。
イ

住宅地の中に貴重なみどり

を有する広⼤な⼟地。ようやく
国による⼟地境界の越境物の処
理が完了予定となり、譲与に向
けた本格化な協議が進む⾒通し
となった。今後は関係部局によ
る跡地の利⽤計画の策定を⾏
い、速やかな譲与に向けた協議
を進めていく。

28

・H２年度から10年ごとに道路の
愛称を市⺠から募集し、市内の
15-4-1

15 観光

4 その他

1

市⺠参加のかたちで横須賀の歴史に由来する名前や姉妹都市の名称を市内の
道路に愛称として命名すること。

14路線について、「ペリー通
り」や「夏島⾙塚通り」など地

なし

あまり進展がみられていない

2

前向きな検討あり

3

域に親しまれる名称を決定し、
英語を併記した看板を設置して
います。
・新たな道路のネーミングにつ

ウ

ミリタリーの印象で、カ

レーが主流。私⾃⾝、横須賀の
お⼟産を選ぶのに困っていると
多くの⽅からいわれているのが
ウ 横須賀の魅⼒が向上するような新た
なお⼟産の開発につい ては、ふるさと
納税の返礼品にできるようなものを前
提に取り 組むことについて市⻑の所⾒
を伺う。
15-4-99

15 観光

4 その他

エ 本市が取り組むスポーツによるまち

99

づくりの⼀環として、ス ポーツチーム
と連携して、練習試合を⾒ることので
きるチケッ トを返礼品に加えるなど、
本市に来てもらうための仕掛けを実 施

現状。来年度から本格的に実施
するお⼟産開発では、観光で訪
れた皆様がお⼟産として買って
帰るだけではなく、市⺠が⾃信
をもって訪問先に持参できる横
須賀の定番になるお⼟産を開発
する。当然ながらふるさと納税
の品⽬になるものを開発する。
相⼿にされるかわかりません
が、私もぜひお⼟産開発に参加
したい。

することについて、市⻑の考えを伺
う。

エ

ウインドサーフィン、シー

サイドマラソンを返礼品にした
ことがある。今後も広げていけ
るよう関係各所にお願いにあが
りたい。
・介護保険サービス事業所等の
従業者が訪問系サービスを提供
する際の注意事項をまとめた
「訪問時の新型コロナウイルス
感染症対策マニュアル」や、衛
⽣材料の確保が⼗分にできない
場合に備え、「⾼密度ポリエチ
レンビニール袋で簡易エプロン

16-1-1

16

新型コロ
ナ対策

1 -

1

を作る⽅法」についてチラシを

国・県から定期的な供給を受け、介護

作成し、介護保険サービス事業

施設・事業所等への配布を⾏なってい

所の各連絡協議会を通じて関係
感染症対策について、介護職員への教育や備蓄品のサポートを⾏うこと。

る。衛⽣材料の確保が⼗分にできない

者に周知しました。

（新）

場合に備え代⽤品活⽤の⽅法、および

・今年度の試みとして、zoomに

訪問系サービスを提供する際の注意事

よる介護事業所向けのフレイル

項をまとめた感染症対策マニュアルな

予防研修会において、感染症対

どを周知している。

策の研修を実施。
・例年感染症予防講演会を開
催。令和２年度は中⽌したが、
令和3年度は例年通り開催予定。
・マスク、ガウン等の衛⽣⽤品
については、国・県から定期的
な供給を受け、介護施設・事業
所等への配布を⾏なっている。
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4

・庁外の事業者や他⾃治体との
打ち合わせにリモート会議がで
きる環境を⽤意している。しか
し、庁内LAN端末ではWeb会議
が利⽤できない。
・庁内会議ではグループウェア
16-1-2

16

新型コロ
ナ対策

1 -

2

コロナ禍にあっても切れ⽬ない⾏政を前に進めるため、庁内会議にオンライ
ン会議を導⼊すること。（新）

やビジネスチャットツールを利
⽤した⽂字によるオンライン上

前向きな検討あり

での議論・情報共有による電⼦

3

会議を併⽤している。
・今後、在宅勤務・交代勤務が
進んだ場合や出先機関との会議
の在り⽅といった視点で、リ
モート形式のオンライン会議の
導⼊を検討していきたい。
・まずは避難所での感染防⽌を
念頭にテントや⼿指消毒薬の備
蓄等を⾏いました。
16-1-3

16

新型コロ
ナ対策

1 -

3

感染症対策を考慮した地域防災計画の改訂については、避難所の運営のあり

・地域防災計画については、常

抜本的に⾒直す答弁は無かったものの

⽅を抜本的に⾒直すこと。（新）

に不断の⾒直しをしているとこ

感染防⽌対策については、適宜対応す

ろで感染症対策に関した⾒直し

る答弁が得られた。

3

についても、適時適切に⾏なっ
ていきます。
予算措置

１，４９７千円（サ

イクルツーリズム事業）
・⼤型イベントについては中⽌
または延期を余儀なくされてい
る。
・そのような中、カヤック
フィッシング⼤会やソレイユの
丘の駐⾞場におけるドライブイ
ンシアター開催など、⾃然環境
16-1-4

16

新型コロ
ナ対策

1 -

4

３密にならない⾃然環境や屋外施設を活⽤した観光資源の推進をすること。
（新）

や屋外施設を有効活⽤した取り

これで満⾜できるなら5にして終了

組みを実施。現在サイクルツー

内部で確認必要

リズムモデル事業を進めてい

4

る。
・令和３年度も引き続きサイク
ルツーリズムモデル事業をはじ
め、⾃然環境や屋外施設を活⽤
した観光施策については、⺠間
事業者と連携しながら推進する
とともに、コロナ収束後におい
ても、継続して集客できる観光
資源や観光商品として育ててい
きたいと考えています。
・ホームページやチラシなどに
よる情報発信のほか、依存症や
ひきこもり等に悩む当事者や周
囲の⼈に対して、アウトリーチ
16-1-5

16

新型コロ
ナ対策

依存症、ひきこもり等に悩む当事者や周囲の⼈が、コロナ禍においても相談
1 -

5 先や⾃助グループにつながるよう、積極的な情報発信・アウトリーチを⾏う
こと。（新）

を含めた⽀援を⾏っています。

コロナ禍でも事業を⽌めずアウ

情報発信や相談対応などによ

トリーチも強化していくことを

り、悩みを抱える⼈が適切な相

確認

談機関や医療機関、⾃助グルー
プ等につながることができるよ
う、より⼀層取り組んでまいり
ます。
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いずれも今年度実施を確認

5

（１）ア

臨機応変に対応でき

る体制ができている。
(1) 疫学調査とワクチン接種の本市の
体制について
ア 年末年始のいわゆる第3波を経験し
た上で、4⽉からの疾病 予防担当部廃
⽌の体制変更に問題が⽣じていないか
どうかに ついて、市⻑の考えを伺う。
16-1-99

16

新型コロ
ナ対策

1 -

99

イ 今後感染が増加した場合に本市疫学
調査の体制が維持でき るかどうか、ま
た保健師の疲弊や本来業務への影響を
どのよう に考えているかについて伺
う。
ウ ワクチン集団接種の運営の⼈員体制
が⼗分に確保できてい るかについて伺
う。

イ

本当にみんな⼀⽣懸命に

やってくれている。最⼤１５班
体制で実施した。第３波の経験
を⽣かし、今後感染が増えた場
合でも体制を維持できると考え
ている。保健師の通常業務は⼀
部縮⼩しているが、相談対応、
家庭訪問など必要不可⽋な業務
は継続して実施している。
ウ

⼀刻も早く⼀⼈でも多くの

ために２⽉１５⽇に横須賀モデ
ルを発表した。接種開始後は、
医師看護師などの医療スタッフ
をはじめとして⺠間の⼒を活⽤
し、総⼒をあげて取り組みを進
め、元気な横須賀を取り戻した
い。
個⼈が特定されないように最⼤

16-1-99

16

新型コロ
ナ対策

1 -

99

(2) 新型コロナウイルス感染者情報の

限の注意を払うとともに、丁寧

公開の在り⽅について

な説明を⾏い、本⼈の同意を得

ア 新型コロナウイルス感染者情報の公

て公表している。性別・年代の

丁寧な説明を⾏い、本⼈の同意を得て

開の在り⽅について、性 別・年代の⾮

⾮公開の選択については、私か

公表していくとあるが、今後の状況を

公開をより容易に選択できるよう、市

らメッセージを発信することは

注視して判断したい。

⻑からメッ セージを発する必要性につ

考えていませんが、今後も本⼈

いて伺う。

の気持ちに寄り添った対応をし
ていきたいと考えている。
ア

⾷糧⽀援事業で、⾏政相談

につなげ、コロナの⽣活実態に
つなげる。把握は⾮常に難し
(3) コロナ禍で厳しい状況下にいる⽅

い。できるだけ、実態の把握に

の実態把握や⽀援について

努めたい。

ア 経済的に厳しい状況にある⽅々の、
コロナ禍における⽣活実 態把握はどの
16-1-99

16

新型コロ
ナ対策

イ

ように⾏っているかについて伺う。
1 -

99

ありとあらゆる⼿段を講じ
ていく。

あらゆる⼿段を⽤いて把握には務めて

イ 「ほっとかん」を本当の意味で困り
感を丸ごと相談できる場 所にするため

ウ

⽣活困窮者の⽀援策を積極

にどのような⽅策を取っていくかにつ

的に推進するために⽣活⽀援課

いて伺う。

を新設した。また、⽣活福祉課

ウ 福祉部に新設される⽣活⽀援課と⽣

は増加している被保護者の⽀援

活福祉課との役割分担 について伺う。

をきめ細かく⾏う。今後は⼆つ

いると判断する。

の課が相互に協⼒して⽣活困窮
者⽀援と被保護者⽀援を進めて
いきたい。
審議会のオンライン開催の導⼊
が遅れたことは
(4) 審議会のオンライン開催について
16-1-99

16

新型コロ
ナ対策

1 -

99

ア 審議会のオンライン開催に向けたそ
の後の試⾏・検証状況と、 今後の⽅策
について伺う。

残念。

総務

部で試⾏錯誤を踏まえ、１⽉２
６⽇づけで、審議会オンライン

今後開催の⽅向で進める

開催の本格導⼊を通知した。今

⼀部オンライン開催程度。傍聴もでき

後はオンライン開催も選択肢の

ない

⼀つに加え、所管課が検討し、
開催していくものと承知してい
る。

16-1-99

16

新型コロ
ナ対策

1 -

99

(5) コロナ禍で滞った指導・監査につ

市職員が現地に赴き、⻑時間に

いて

向き合う指導監査は実施を⾒合

ア 新年度の指導・監査については感染

さざるを得なかった。しかし⻑

防⽌策をしっかりと講じ た上で実施す

期に停滞するのは望ましくな

べきであることについて市⻑の考えを

い。現地滞在時間を短くするな

伺う。
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ど⼯夫する

望ましくない状況であることは共有。
⼯夫をこらして実施していく。

4

ア
(7) コロナ禍における雇⽤対策につい
て

雇⽤を維持していただいている
という状況。

ア 本市における雇⽤の状況について市
16-1-99

16

新型コロ
ナ対策

1 -

99

⻑がどのような課題認 識を持っている
かについて伺う。
イ 市独⾃の雇⽤対策をいま以上に推進
するべきと考えるが、市 ⻑の考えを伺
う。

厳しい状況の中、国・県・

市のあらゆる⽀援で企業努⼒で

イ

雇⽤対策としてやれること

ごきんじょぶよこすかの活⽤を明⾔

5

当⾯は現在の形が続きそう

2

はなんでもやりたいと考えてい
る。市独⾃の雇⽤対策として
は、合同企業説明会の開催や、
求職求⼈サイトのごきんじょぶ
よこすかの運営が挙げられる。
ワクチン接種が始まったが、児
童⽣徒の保護者の世代のワクチ
ン接種が⾏われるのはまだまだ

コロナ禍の中で、様々な理由で学校現
16-1-99

16

新型コロ
ナ対策

1 -

99

場の学びが受けられな い⼦どもたちの
学びに対してどのように対応していく
のかに ついて伺う。

時間が必要であり、家庭内感染
の多い児童⽣徒のリスクの現状
は当⾯続くものと考えている。
教育コンテンツが⼗分に揃うま
では、これまで通り、家庭学習
課題の提供や電話連絡等で相談
に乗るなどのサポートを継続す
ることになる。
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