
（別表）よこすか未来会議マニフェスト評価表

大項目 小項目
未来会議
自己評価

質問(キーワード
ヒット)件数

行政対応状況を踏まえた所見 実現度

１　行政改革を進めます 72%

２　近隣自治体他の広域行政を進め
ます

60%

３　データに基づいて政策をつくり
ます

60%

４　その他 60%

１　市民の声を聴いて政策に反映さ
せる仕組みを設けます

100%

２　議会の「見える化」をすすめま
す

70%

３　その他 73%

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

73%
｢多様性｣

｢ジェンダー｣
58件

　市の取組みがやや遅れているように見え
る。質問は多数行われているが、様々な論点
がある項目なので、議会内での議論の活発化
も求められるのではないか。

Ba

１　待機児童ゼロを実現します 80%

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

70%

３　社会的養護下の子どもたちを支
えます

100%

４　その他 73%

１　子どもたちに適切な教育環境を
整備します

80%

２　教師の多忙化を解消し、学校教
育の質を向上します

71%

３　その他 73%

１　障害のある方が活躍できる場を
増やします

80%

２　障害のある方が社会参加しやす
い環境を整えます

100%

１　高齢者が安心して人生を送れる
まちにします

53%

２　ICT活用で高齢者をしっかり支え
ます

——

３　高齢者の社会参加・生涯学習の
機会を充実させます

——

１　地域医療体制を強化します ——

２　自殺対策を推進します 80%

３　その他 73%

１　災害に備えた体制づくりを整備
します

78%

２　災害時の情報伝達方法を改善し
ます

73%

１　豊かな自然環境に親しみやすく
します

80%

２　外来生物等への対策を進めます 60%

１　新規のミニ開発を抑制し、再開
発や空き家の活用等を進めます

——

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

80%

３　問題空き家を予防し、まちの価
値を維持します

——

　災害時の情報伝達について、積極的に市に
質しているが、市の今後の取組みにつながる
ことを期待する。

　自然環境に関し、一部の議員になるが積極
的に発信している。市の施策も進みつつある
ように思われる。

　空き家対策など、成果を上げるまで一定の
期間を要する分野なので、市と議会、議員同
士の積極的な議論による効果ある施策を構築
し推進することが重要ではないか。
　ミニ開発や再開発などハードなまちづくり
については 会派からはあまり指摘がなされ

　少子化、人口減少の課題対応に向け、特に
手薄な学童保育に多くの質問がなされてお
り、市の政策推進に寄与しているものと思わ
れる。

　教員の多忙化への対応などを強く指摘され
ているが、市の取組みに結実するまでは至っ
ていないように思われる。小中学校の適正配
置などについても議員間の議論を尽くすこと
が必要と思われる。

　会派全議員が多数の質問を行っており、重
要な取組みであることがうかがわれる。市の
施策にも一定の繁栄がなされているものと思
われる。
　市は様々な施策を展開しているようにみえ
るが、会派からの質問は多くなく、特に小項
目について、自己評価からも成果が見えてい
ない点は、指摘しておきたい。

　自殺対策については、会派からの質問も多
く、市も施策を講じている。
　地域医療体制については、市は堅実に取り
組んでいるが、会派からの押上げは見えな
い。

Ba11．まちづくり

Ab

Ab

Ba

Aa

｢行政改革｣
｢広域行政｣

24件
Ab

Ab

Aa

Ba

Aa
｢障害者｣
158件

　行政改革は、会派からの指摘と相まって、
市当局も従来から堅実に取り組んでいる。
　広域行政は、人口減少社会の行政運営にお
いて重要度が高まっていることにかんがみる
と、議会からの発信も求められるのではない
か。その点、会派からの質問があまりなかっ
た。

｢議会改革｣
｢市民の声｣ほか

3件

　議会自身の改革であり、行政対応とは直接
関係ない。十分取り組まれていると思われる
が、議員同士の議論の活発化が望まれる。

｢待機児童｣
｢学童クラブ」ほか

210件

｢教育環境｣｢多忙化｣
｢スクールスタッフ｣

｢教育の質｣ほか

49件

１．行財政改革

２．議会改革

４．子ども

５．教育

６．障碍者福祉

７．高齢者福祉

８．医療・保健

９．安全・安心

10．環境

｢地域包括支援セン
ター」｢認知症対策｣

ほか

30件

｢地域医療体制｣
「自殺対策」ほか

44件

｢災害 情報｣ほか
48件

｢自然環境｣｢外来生
物｣ほか
34件

｢ミニ開発｣｢駅前再
開発」｢空き家｣｢地
域コミュニティ｣ほ

か
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４　小学校ごとの地域コミュニティ
をつくります

——

５　その他 68%

１　交通不便地域の解消に向けて公
共交通を強化します

——

２　２つの久里浜駅を１つにつなげ
るなど、交通結節点強化をします

——

３　国道357号を内陸ルートにして国
道16号の渋滞を解消します

——

１　市民ニーズに応えて貸館施設を
リニューアルします

63%

２　地域の声を聴いて公園のルール
と設備を見直します

60%

３　近現代史を伝える博物館を整備
します。

——

４　その他 47%

１　起業・創業・中小企業の経営の
悩みを支援します

——

２　企業誘致の奨励策を改善します ——

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

——

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

——

１　海辺を効果的に活用した観光地
を実現します

80%

２　観光資源に磨きをかけ、来街者
の満足度を向上します

80%

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

——

４　その他 80%

16．新型コロナ対策 60% 117件

全議員が質問するなど、市と議会を挙げてコ
ロナ対策に臨んだことが理解できた。 Aa

「実現度」の基準 区分（評価結果）
Aa ： 概ね市が取り組んでいる（会派質問＝多） ４項目
Ab ： 概ね市が取り組んでいる（会派質問＝少） ５項目
Ba ： 市の取組み途上（会派質問＝多） ５項目
Bb ： 市の取組み途上（会派質問＝少） なし
Ca ： 市の取組み未進捗（会派質問＝多） なし
Cb ： 市の取組み未進捗（会派質問＝少） なし
D： 市の取組みにかかわらず、ほとんど議会で質問していない(把握されていない) ２項目

※学生の個別コメント（自由意見／ママ）

・マニフェスト評価を通し、横須賀市で行われている様々な取り組みについて知ることができたのでこの作業に携わって良かったと思った。
・まだ実現できていない項目があるため、これから進展することを期待しています。
・マニフェストの実現状況や質問状況など、調査をするのが大変だったが、とてもやりがいを感じた。

・実現できていない項目もあると思うので、今後それらを実現してより良い横須賀市になってほしい。
・他の会派のパンフレットに比べて見やすく、各項目ごとの目標が見やすかった。
・私が担当した公共施設の項目では、具体的な政策が細かく書かれており、具体的にどういったことに取り組んでいこうとしているのか分かり易いと感じ
た。

・横須賀市を良くしようとしている政策を具体的に理解でき、マニフェストのパンフレットも見やすく、市をより良くしてしていきたいという思いが伝
わってきた。
・実現していない項目も多くあるため早急に実現して欲しいと思った。
・よこすか未来会議が、横須賀市民の意見を反映し、より良い市になっていくことを期待しています。

・マニフェスト評価の作業に取り組み、よこすか未来会議がどのような取り組みをしているのか知ることができた。また、地域交通の交通不便地域の解消
については、市民が暮らしやすくするためにハマちゃんバスの導入やAIを活用したバスの運行などを行っており順調に課題解決できていて良いと感じた。
・パンフレットや資料を見ただけでは、実際にどのような対策がされてきたのかわからなかった。そのため、具体的に取り組んできたことを提示したうえ
で達成度を記載した方がわかりやすいと感じた。

　

　
については、会派からはあまり指摘がなされ
ておらず、自己評価が出せない小項目がある
ことも気になる点である。

　長期にわたり、かつ大規模な施策となるの
で、実現化に向けての評価は難しい。
　マニフェストに掲げた項目について、ほと
んど市への質問がなく、自己評価も示せない
点は、今期は会派として取り組めなかったも
のとして理解した。

　現下の社会経済情勢や財政状況を踏まえた
公共施設の在り方が検討されるべきである一
方、公の施設は市民の利便向上を図る必要も
ある。箱モノ行政の議論としてではなく、議
会側も市民福祉の観点に立ち市を質すことが
必要と考える。
　ルートミュージアムに関する質疑がほとん
どなく、会派の自己評価も示せていない。

14．地域経済

15．観光

D

D

Ba

Ab

12．地域交通

13．公共施設

　議員提案条例による施策もあり、議事録を
検索する限り、会派からも一定の質疑が行わ
れているようであるが、自己評価が示せてい
ない点は疑問である。
　キャッシュレス化については、踏み込んだ
項目と思われるが、市に提案等が行われてい
ないように思われる。

　横須賀市にとって観光政策は、非常に重要
なものと学生ともども感じている。市はかな
り積極的に取り組んでいるが、会派からはあ
まり質問がなされているとは言えない。
　質問するまでもないという考え方もできる
と思われるが、

｢海辺観光｣「観光
資源」｢歴史遺産」

28件

か
73件

｢交通不便地域｣｢交
通結節点強化｣｢国

道16号」
２件

｢貸館施設｣｢博物
館｣｢図書館｣「すこ

やかん」ほか
９件

｢地域経済｣｢企業誘
致｣商店街」ほか

120件
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・項目によって抽象的すぎて評価できないものがあり、具体的にどういった進展があったのか調査が困難な項目があった。
・実現までに４年間も必要ないように感じる項目もあったため、より規模の大きなマニフェストを立てる必要があるように感じた。
・パンフレットに関して、どういったことが達成されたのか具体的な記述がなく、パーセンテージのみの表記でわかりづらかった。

・各議員の得意分野をちりばめているように感じ、隙をなくす姿勢を感じた。

・取組みの良かったところは、女性のための開業スクールを開催することで趣味や特技をビジネスにつなげることがよいと思った。
・改善すべきところは、外国人の消費を喚起するために「スカpay」の導入を試みているが検討中であるということ。

・よこすか未来会議が、横須賀市のためにさらにご尽力し、横須賀市がより良い市になっていくことを期待しています。
・議会の印象は活発に機能していないと思っていたが、下調べで活発的に尽力されていることが理解できた。
・「この政策を推進したら市民のためになるだろう」ではなく、更に客観的に市民の声を聴くべきだと思った。
・行財政改革の分野は範囲が広く・抽象的であるため、その施策を推進することでどういうメリットが市民にあるのか、背景を説明してほしいと思った。
・各議員の方の関心や強い想いのある項目がマニフェストから理解できたため、選挙に向けて、各議員の方の選挙公約も知りたいと感じた。
・色々なところで話題となっている多様性についてかなり多くの質問がなされていてたので、多様性の実現に向けた取り組みがされていると感じた。
・発言者と発言回数にかなり偏りがあると感じた。
・小項目の中で議論されていない項目については疑問を感じた。
・1つの議題に対し、様々な角度から質問・応答が行われていた。
・小項目の意味が曖昧な部分があったため、項目を分ける必要が無かったように感じた部分があり、それは評価をしづらかった。
・他の項目に比べ、障碍者福祉や高齢者福祉の項目はヒット数が多く、そのような人々が働きやすい環境には徐々に変化していっていると思った。
・待機児童に関しては、保育園入園相談と利用調整事務の拡充という目標がされていたが、具体的な対応が進んでいなかった。
・発言をしている人が偏っていた。
・個人的に来年の公務員試験の論文対策の幅が増えていい機会になった。
・新規の駅前ミニ開発の抑制がよかった。現在は人口減少社会になっているため、既存の建物の活用性が高まっているため。
・項目ごとに担当者を決めているのかもしれないが、発言数に偏りを感じた。

・災害対策に向けた取り組みについて、今後予想される災害のためにも情報伝達や災害に備えて体制作りに力を入れようとしていたと感じました。

・評価の方法としてキーワード入力だったこともあり、実現したかどうかのはっきりとした評価ができなくて申し訳ないと感じました。

・横須賀市は子供や高齢者など、福祉関係に関することを中心に取り組んでいると感じました。
・横須賀市は、災害や地域活性、教育など様々な事柄に視点を向けていることがよかったと思います。
・多くのことをやろうとしすぎて、地域交通や公共施設など何個かおろそかな項目がありました。なので、もう少し項目を減らすべきだと感じました。
・質疑をしている議員が何名かに偏っているようにみえた。
・地域の声や市民のニーズに寄り添った意見を中心に行われていて良かった。
・さまざまな角度からの質疑が多く、多様性を重視していた。
・横須賀市では行政改革からまちづくり、横須賀特有の観光を真剣に考えていることが分かった。
・マニフェストで地域経済を調べた内容で、今後発展していく横須賀市で中小企業等が衰退してなくならないように考えている姿勢があることを感じた。
・未来会議での自己評価で地域経済だけでなく他の「―」が若干多い気がした。それは何故か気になる。

・項目８の評価を中心に担当したが、自殺対策についての発言回数が非常に多く、横須賀未来会議として、医療・保健という分野の中でも最も重要視して
いるのだと感じた。
・各議員に役割があり、担当している仕事があるため一概には言えないが、明らかに質問数や発言数が少ない方が多いことに疑問を感じた。外部からの評
価という観点においては、議員の方の評価はこうした目に見える形での結果が必要であると思うため、改善の余地があるのではないかと考える。

・多方面にわたって、様々な活動を実施していることがわかった。また、議事録から、未来会議の方々が、積極的に発言していることから、市をより良く
していこうとしているとこが垣間見れた。
・これだけ多くの取り組みを実施していることで、市民のシビックプライドがどの程度向上しているかが気になった。そこも調査できればより良い会派に
なるのではないかと思った。

・駅前再開発で駅前の渋滞をなくす動きに期待する。例えば、現在の歩道橋を新しくして、横断歩道をなくすような大胆な案を出してもよいのではないか
と考えた。

・評価の中で高い数値のところと低い数値のところの差が大きい。実現を目標に掲げたことからすると、手に届かないところまで目標に掲げてしまってい
るところがあると感じました。

・議会のマニフェストには、決定権がないこともあり、掲げている内容や目標が必ずしも実行することができるとはいえないため、掲げられたマニフェス
トをどのような基準で評価し、どういった点を評価していくのかという前提となる定義や条件となる部分に難しさ、責任を感じた。

・公共施設の活用に関しては、住民の意見をリアルタイムで反映して政策を行わないと意味がないように思えるため、低予算でできるものやメニューの増
設などに関しては、すぐに行なっていく必要があるのではないかと感じる。
・党ではなく会派として、方向性を統一している部分に関して非常に評価できるほか、マニュフェストを評価し有権者に発表する姿勢は非常に評価できる
と感じた。

・マニュフェストや取り組みは良いものの、情報発信について難があると感じ、特に我々若者への情報発信を、各個人ではなく会派として積極的に行って
いかないとせっかく若者向けの政策を立案しても支持を得られないのではないかと感じた。

・YRPの施設が完成した際には、横須賀市には関東学院の学生が多く在籍していると思うので、そこで就職したいと考えている学生の推薦を5枠ほどの用
意を期待しています。
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