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要望要望要望要望にににに当当当当たってたってたってたって    
    

    町村行政町村行政町村行政町村行政につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、日頃、日頃、日頃、日頃からからからから格別格別格別格別のごのごのごのご支援、支援、支援、支援、ごごごご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りりりり

厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    昨年昨年昨年昨年のののの東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災はははは、我、我、我、我々々々々にににに大大大大きなきなきなきな教教教教訓訓訓訓をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。想。想。想。想

定定定定をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えるえるえるえる被害被害被害被害にににに遭遭遭遭ってもってもってもっても、力、力、力、力強強強強くくくく立立立立ちちちち直直直直ることのできるることのできるることのできるることのできる

災害災害災害災害にににに強強強強いいいい地域社地域社地域社地域社会会会会をををを目指目指目指目指しししし、住民、住民、住民、住民をををを守守守守るるるる減災減災減災減災・・・・防災防災防災防災のののの備備備備えをえをえをえを整整整整ええええ

るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。またまたまたまた、原、原、原、原発発発発事故事故事故事故にににに伴伴伴伴うううう放射能放射能放射能放射能汚汚汚汚染染染染やややや電力供給電力供給電力供給電力供給のののの

問題問題問題問題はははは、社、社、社、社会会会会にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼしぼしぼしぼし続続続続けていますけていますけていますけています。。。。    

    そのためそのためそのためそのため、前年、前年、前年、前年にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、まずまずまずまず「防災「防災「防災「防災対対対対策策策策のののの充充充充実実実実強強強強化」化」化」化」をををを中心中心中心中心

としてとしてとしてとして、諸、諸、諸、諸々々々々のののの切切切切実実実実なななな要望要望要望要望をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    地方分地方分地方分地方分権権権権のののの担担担担いいいい手手手手となるとなるとなるとなる基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体はははは、我、我、我、我がががが国国国国のののの国国国国土、土、土、土、歴歴歴歴史、文史、文史、文史、文

化等化等化等化等のののの奥奥奥奥深深深深いいいい価価価価値値値値をををを支支支支えるえるえるえる「地域「地域「地域「地域のののの多多多多様様様様性」性」性」性」をををを担担担担うううう多多多多様様様様なななな自治体自治体自治体自治体がががが

存在存在存在存在することがすることがすることがすることが自然自然自然自然なななな姿姿姿姿でありでありでありであり、、、、またそれぞれがまたそれぞれがまたそれぞれがまたそれぞれが特色特色特色特色あるあるあるある自立自立自立自立したしたしたした

自治体自治体自治体自治体でなければなりませんでなければなりませんでなければなりませんでなければなりません。。。。    

    一方、社一方、社一方、社一方、社会会会会保障費保障費保障費保障費のののの増増増増大大大大にににに伴伴伴伴いいいい、基礎自治体、基礎自治体、基礎自治体、基礎自治体のののの財政財政財政財政状状状状況況況況はははは真真真真にににに厳厳厳厳

しいしいしいしい事態事態事態事態にににに直面直面直面直面しておりしておりしておりしており、、、、抜抜抜抜本的地方分本的地方分本的地方分本的地方分権権権権改革、地方財政基盤改革、地方財政基盤改革、地方財政基盤改革、地方財政基盤のののの強強強強

化化化化がががが求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。    

    こうしたことからこうしたことからこうしたことからこうしたことから、、、、黒黒黒黒岩知事岩知事岩知事岩知事におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川におけるにおけるにおけるにおける

市町村市町村市町村市町村のののの個性個性個性個性やややや違違違違いをいをいをいを認認認認めめめめ、特、特、特、特にににに小規模自治体小規模自治体小規模自治体小規模自治体であるであるであるである町村町村町村町村にはにはにはには、自、自、自、自

らのらのらのらの創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫とととと責任責任責任責任でででで自活自活自活自活したしたしたした行政運行政運行政運行政運営営営営ができるようができるようができるようができるよう、、、、絶絶絶絶大大大大なるなるなるなる支支支支

援援援援とととと、、、、さらなるごさらなるごさらなるごさらなるご尽尽尽尽力力力力をいただきますようおをいただきますようおをいただきますようおをいただきますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの県県県県のののの施策施策施策施策・・・・予算予算予算予算のののの立案立案立案立案にににに当当当当りましてはりましてはりましてはりましては、、、、こうしたこうしたこうしたこうした町町町町

村村村村をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況やややや防災防災防災防災対対対対策策策策をををを始始始始めとしてめとしてめとしてめとして直面直面直面直面するするするする数数数数多多多多くのくのくのくの課課課課

題題題題にごにごにごにご理解理解理解理解をいただきをいただきをいただきをいただき、特段、特段、特段、特段のごのごのごのご配慮配慮配慮配慮をををを賜賜賜賜りますようおりますようおりますようおりますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上

げますげますげますげます。。。。    
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ⅠⅠⅠⅠ    重重重重点点点点要望要望要望要望    



    
    

1 1 1 1 防災防災防災防災対対対対策策策策のののの充充充充実実実実強強強強化化化化    
    

    昨年昨年昨年昨年のののの東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災はははは、未曾有、未曾有、未曾有、未曾有のののの歴歴歴歴史的災害史的災害史的災害史的災害でありでありでありであり、天災、天災、天災、天災にににに原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害がががが加加加加わっわっわっわっ
たたたた大規模大規模大規模大規模総総総総合災害合災害合災害合災害としてとしてとしてとして、、、、県県県県内内内内全域全域全域全域にわたるにわたるにわたるにわたる社社社社会経済会経済会経済会経済活動活動活動活動にもにもにもにも深刻深刻深刻深刻かつかつかつかつ長期的長期的長期的長期的なななな影影影影
響響響響をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。    
    地域住民地域住民地域住民地域住民のののの生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤をををを数数数数多多多多のののの災害災害災害災害からからからから守守守守るためのるためのるためのるための防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災対対対対策策策策はははは、喫緊、火急、喫緊、火急、喫緊、火急、喫緊、火急
のののの要請要請要請要請でありますでありますでありますであります。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、県県県県はははは、次、次、次、次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて引引引引きききき続続続続きききき積極的積極的積極的積極的なななな支援措置支援措置支援措置支援措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう
強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((1)1)1)1)原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害対対対対策策策策のののの一層一層一層一層のののの強強強強化化化化    

アアアア    緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態のののの早期早期早期早期収収収収束束束束とととと情報公開情報公開情報公開情報公開のののの申申申申しししし入入入入れれれれ    
    県県県県はははは、、、、国国国国にににに対対対対しししし、住民、住民、住民、住民のののの不安不安不安不安払払払払拭拭拭拭のためにのためにのためにのために一刻一刻一刻一刻もももも早早早早いいいい事態事態事態事態のののの収収収収束束束束とととと、一層、一層、一層、一層のののの情報情報情報情報
公開公開公開公開をををを進進進進めるようめるようめるようめるよう申申申申しししし入入入入れすることれすることれすることれすること。。。。    
    
イイイイ    放射能放射能放射能放射能のモニタリングののモニタリングののモニタリングののモニタリングの強強強強化化化化    
    県県県県内内内内全域全域全域全域にわたるにわたるにわたるにわたる大大大大気気気気、、、、飲飲飲飲料水、海水、土料水、海水、土料水、海水、土料水、海水、土壌壌壌壌等等等等のきめのきめのきめのきめ細細細細かいかいかいかい放射能測定放射能測定放射能測定放射能測定やややや監視監視監視監視にににに
ついてついてついてついて、、、、県県県県がががが広広広広域的域的域的域的にににに実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
    
ウウウウ    学学学学校校校校やややや保育施設等保育施設等保育施設等保育施設等へのへのへのへの測定支援測定支援測定支援測定支援    
    学学学学校校校校やややや保育施設等保育施設等保育施設等保育施設等にににに対対対対するグランドやプールするグランドやプールするグランドやプールするグランドやプール等及等及等及等及びびびび学学学学校給食校給食校給食校給食のののの測定測定測定測定についてについてについてについて、、、、県県県県
はははは小規模自治体小規模自治体小規模自治体小規模自治体にににに対対対対しししし、基準、基準、基準、基準値値値値のののの測定、測定器具測定、測定器具測定、測定器具測定、測定器具のののの補助等支援補助等支援補助等支援補助等支援のののの体制体制体制体制をををを構築構築構築構築するこするこするこするこ
とととと。。。。    
        
エエエエ    農農農農産産産産物等食品物等食品物等食品物等食品にににに対対対対するモニタリングのするモニタリングのするモニタリングのするモニタリングの強強強強化化化化    
    消費者消費者消費者消費者のののの不安不安不安不安をををを払払払払拭拭拭拭するためするためするためするため必要必要必要必要なななな農農農農産産産産物等食品物等食品物等食品物等食品にににに対対対対してもしてもしてもしても測定体制測定体制測定体制測定体制をををを強強強強化化化化するするするする
ことことことこと。。。。    
    県県県県でででで実実実実施施施施するするするする放射能放射能放射能放射能検検検検査査査査のののの対対対対象地域象地域象地域象地域やややや対対対対象作物象作物象作物象作物のののの拡拡拡拡大等大等大等大等によりによりによりにより、農家、農家、農家、農家がががが安心安心安心安心してしてしてして
生生生生産産産産出荷出荷出荷出荷できるできるできるできる検検検検査査査査体制体制体制体制をををを推進推進推進推進しししし、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて、使用制限、使用制限、使用制限、使用制限のあるのあるのあるのある植物性堆肥植物性堆肥植物性堆肥植物性堆肥やややや農畜農畜農畜農畜産産産産
物物物物のののの放射能放射能放射能放射能検検検検査査査査にににに係係係係るるるる費用費用費用費用をををを助成助成助成助成することすることすることすること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、消費者、消費者、消費者、消費者がががが持持持持ちちちち込込込込むむむむ食材食材食材食材のののの放射能測定放射能測定放射能測定放射能測定をををを小規模自治体小規模自治体小規模自治体小規模自治体であってもであってもであってもであっても実実実実施施施施できできできでき
るようにるようにるようにるように、必要、必要、必要、必要なななな支援策支援策支援策支援策をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう国国国国にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
オオオオ    風評被害風評被害風評被害風評被害へのへのへのへの対応対応対応対応    
    足柄茶足柄茶足柄茶足柄茶をををを始始始始めとするめとするめとするめとする県産県産県産県産品品品品やややや県県県県内観内観内観内観光地光地光地光地のののの風評被害風評被害風評被害風評被害にににに対対対対しししし、適切、適切、適切、適切なななな対応対応対応対応とととと防止策防止策防止策防止策
をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    またまたまたまた、出荷自、出荷自、出荷自、出荷自粛粛粛粛やややや風評被害風評被害風評被害風評被害にににに対対対対してのしてのしてのしての補償、生補償、生補償、生補償、生産産産産・・・・経営経営経営経営支援支援支援支援についてもについてもについてもについても早急早急早急早急にににに対対対対
策策策策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    
カカカカ    原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害対対対対策策策策にににに対対対対するするするする補償補償補償補償へのへのへのへの対応対応対応対応    
    今回今回今回今回のののの原原原原発発発発事故事故事故事故にににに起因起因起因起因するすべてのするすべてのするすべてのするすべての被害被害被害被害にににに対対対対しししし、確、確、確、確実実実実でででで早急早急早急早急なななな補償補償補償補償がががが行行行行われるよわれるよわれるよわれるよ
うううう、、、、県県県県としてしっかりとしてしっかりとしてしっかりとしてしっかり申申申申しししし入入入入れることれることれることれること。。。。    
    
キキキキ    足柄茶足柄茶足柄茶足柄茶にににに対対対対するするするする特別特別特別特別なななな支援支援支援支援    
    今後今後今後今後もももも、、、、国国国国のののの指針指針指針指針にににに基基基基づきづきづきづき、足柄茶、足柄茶、足柄茶、足柄茶のののの放射能放射能放射能放射能検検検検査査査査をををを実実実実施施施施しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを広広広広くくくく公表公表公表公表
するなどのするなどのするなどのするなどの対応対応対応対応策策策策をををを講講講講じじじじ、足柄茶、足柄茶、足柄茶、足柄茶のののの風評被害風評被害風評被害風評被害をををを完全完全完全完全払払払払拭拭拭拭しししし、、、、ブランドブランドブランドブランド力力力力をををを回復回復回復回復させさせさせさせ
るためのキャンペーンやるためのキャンペーンやるためのキャンペーンやるためのキャンペーンや各種支援策各種支援策各種支援策各種支援策をををを継続継続継続継続的的的的にににに実実実実施施施施しししし、足柄茶、足柄茶、足柄茶、足柄茶のののの販販販販売売売売促進、理解促促進、理解促促進、理解促促進、理解促
進進進進をををを図図図図ることることることること。。。。    
    またまたまたまた、生、生、生、生産産産産状状状状況況況況のののの地域特性地域特性地域特性地域特性からからからから茶樹茶樹茶樹茶樹のののの除染除染除染除染対対対対策策策策がががが地域全体地域全体地域全体地域全体にににに行行行行きききき渡渡渡渡らずらずらずらず、出荷後、出荷後、出荷後、出荷後
のののの安全性安全性安全性安全性がががが危危危危惧惧惧惧されたためされたためされたためされたため、地域、地域、地域、地域のののの総総総総意意意意でででで出荷出荷出荷出荷をををを断断断断念念念念したしたしたした生生生生産産産産者者者者にににに対対対対してもしてもしてもしても、確、確、確、確実実実実
なななな補償補償補償補償がががが行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう、、、、県県県県農協中央農協中央農協中央農協中央会会会会とともにとともにとともにとともに、東京電力、東京電力、東京電力、東京電力㈱㈱㈱㈱へのへのへのへの補償交補償交補償交補償交渉渉渉渉をををを強強強強力力力力にににに
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行行行行うことうことうことうこと。。。。    

((((2)2)2)2)津波津波津波津波対対対対策策策策のののの充充充充実実実実強強強強化化化化    

    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災をををを契機契機契機契機としてとしてとしてとして、大規模、大規模、大規模、大規模なななな津波津波津波津波をををを想定想定想定想定したしたしたした津波津波津波津波対対対対策策策策のののの見直見直見直見直しがしがしがしが進進進進めらめらめらめら
れているれているれているれている。。。。    
    長長長長いいいい海岸線海岸線海岸線海岸線をををを持持持持つつつつ神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県としてとしてとしてとして、海岸沿岸、海岸沿岸、海岸沿岸、海岸沿岸のののの住民住民住民住民やややや来来来来訪者訪者訪者訪者をををを守守守守るためのるためのるためのるための早急早急早急早急でででで
しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした対対対対策策策策をををを実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
    
アアアア    津波津波津波津波ハザードマップハザードマップハザードマップハザードマップ見直見直見直見直しへのしへのしへのしへの支援支援支援支援    
    県県県県ではではではでは、最大、最大、最大、最大クラスのクラスのクラスのクラスの津波津波津波津波をををを想定想定想定想定したしたしたした津波浸水予測津波浸水予測津波浸水予測津波浸水予測図図図図をををを公表公表公表公表しているしているしているしている。。。。これをこれをこれをこれを検検検検
討資料討資料討資料討資料としてとしてとしてとして、住民、住民、住民、住民のののの適切適切適切適切なななな避難避難避難避難にににに役立役立役立役立つつつつ津波津波津波津波ハザードマップをハザードマップをハザードマップをハザードマップを町村町村町村町村がががが早急早急早急早急にににに見直見直見直見直
しししし、住民、住民、住民、住民にににに示示示示すことができるようにすことができるようにすことができるようにすことができるように、財政的支援、財政的支援、財政的支援、財政的支援もももも含含含含めめめめ、補完性、補完性、補完性、補完性のののの原理原理原理原理にににに沿沿沿沿ってってってって広広広広
域自治体域自治体域自治体域自治体であるであるであるである県県県県がががが支援支援支援支援することすることすることすること。。。。    
    
イイイイ    津波浸水津波浸水津波浸水津波浸水対対対対策策策策へのへのへのへの財政支援財政支援財政支援財政支援    
    津波津波津波津波をををを直接防護直接防護直接防護直接防護するするするする施設等施設等施設等施設等のののの設置設置設置設置やややや養養養養浜浜浜浜によるによるによるによる津波津波津波津波対対対対策、策、策、策、またまたまたまた、津波避難施設、津波避難施設、津波避難施設、津波避難施設のののの
建設、避難誘導標識建設、避難誘導標識建設、避難誘導標識建設、避難誘導標識のののの設置等設置等設置等設置等についてについてについてについて、引、引、引、引きききき続続続続きききき十分十分十分十分なななな財政支援措置財政支援措置財政支援措置財政支援措置をををを講講講講ずるこずるこずるこずるこ
とととと。。。。    

((((3)3)3)3)地震等防災地震等防災地震等防災地震等防災対対対対策策策策のののの充充充充実実実実強強強強化化化化    

アアアア    直下型地震直下型地震直下型地震直下型地震対対対対策策策策のののの充充充充実実実実強強強強化化化化    
    東海地震、神奈川西部地震、南東海地震、神奈川西部地震、南東海地震、神奈川西部地震、南東海地震、神奈川西部地震、南関関関関東地震東地震東地震東地震などのなどのなどのなどの地震地震地震地震観観観観測網及測網及測網及測網及びびびび地震予知地震予知地震予知地震予知研研研研究体制究体制究体制究体制
をををを強強強強化、充化、充化、充化、充実実実実することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、「東海地震、「東海地震、「東海地震、「東海地震対対対対策大綱」策大綱」策大綱」策大綱」やややや「首都直下地震「首都直下地震「首都直下地震「首都直下地震対対対対策大綱」策大綱」策大綱」策大綱」にににに盛盛盛盛られたられたられたられた具体的具体的具体的具体的対対対対策策策策
をををを着着着着実実実実にににに推進推進推進推進することすることすることすること。。。。    
    このことをあらためてこのことをあらためてこのことをあらためてこのことをあらためて国国国国にににに申申申申しししし入入入入れることれることれることれること。。。。    
    
イイイイ    市町村地震防災整備費補助制度市町村地震防災整備費補助制度市町村地震防災整備費補助制度市町村地震防災整備費補助制度のののの充充充充実実実実    
    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災をををを教教教教訓訓訓訓としてとしてとしてとして、、、、県県県県ではではではでは新新新新たにたにたにたに市町村自治振興事業市町村自治振興事業市町村自治振興事業市町村自治振興事業会会会会計計計計にににに市町村地震市町村地震市町村地震市町村地震
防災防災防災防災対対対対策緊急推進事業補助金策緊急推進事業補助金策緊急推進事業補助金策緊急推進事業補助金をををを位置付位置付位置付位置付けけけけ、市町村、市町村、市町村、市町村のののの地震防災地震防災地震防災地震防災対対対対策策策策をををを促進促進促進促進するするするする補助補助補助補助をををを
行行行行うこととしたがうこととしたがうこととしたがうこととしたが、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川県県県県地震防災地震防災地震防災地震防災戦戦戦戦略略略略にににに減災目標減災目標減災目標減災目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための対対対対策策策策としてとしてとしてとして
「防災「防災「防災「防災拠拠拠拠点点点点となるとなるとなるとなる公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの耐震化」耐震化」耐震化」耐震化」をををを明記明記明記明記していることをしていることをしていることをしていることを踏踏踏踏まえまえまえまえ、民間住宅、民間住宅、民間住宅、民間住宅のののの
耐震化耐震化耐震化耐震化だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、公共施設（、公共施設（、公共施設（、公共施設（庁舎庁舎庁舎庁舎・・・・避難施設等）避難施設等）避難施設等）避難施設等）のののの耐震化事業耐震化事業耐震化事業耐震化事業についてもについてもについてもについても補助補助補助補助対対対対
象象象象としとしとしとし、使、使、使、使いいいい勝手勝手勝手勝手のよいのよいのよいのよい柔軟柔軟柔軟柔軟なななな制度制度制度制度にににに向向向向けてけてけてけて充充充充実実実実をををを図図図図ることることることること。。。。    
    またまたまたまた、市町村消防防災力、市町村消防防災力、市町村消防防災力、市町村消防防災力強強強強化支援事業費補助金化支援事業費補助金化支援事業費補助金化支援事業費補助金のののの拡拡拡拡充充充充をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、地震防災、地震防災、地震防災、地震防災
対対対対策策策策がががが町村町村町村町村のののの財政力財政力財政力財政力によってによってによってによって不均衡不均衡不均衡不均衡がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう、新、新、新、新たなたなたなたな補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設をををを図図図図るるるる
ことことことこと。。。。    
    
ウウウウ    消防力消防力消防力消防力強強強強化化化化のためののためののためののための補助制度補助制度補助制度補助制度のののの充充充充実実実実・・・・強強強強化化化化    
    これからのこれからのこれからのこれからの少子高少子高少子高少子高齢齢齢齢化化化化やややや建築物建築物建築物建築物のののの高層化高層化高層化高層化・・・・高速道路高速道路高速道路高速道路のののの整備等、社整備等、社整備等、社整備等、社会経済会経済会経済会経済構造構造構造構造のののの変変変変
化化化化によりによりによりにより災害災害災害災害のののの大規模化大規模化大規模化大規模化やややや多多多多様様様様化、複化、複化、複化、複雑雑雑雑化、化、化、化、またまたまたまた、、、、テロテロテロテロ等等等等のののの対応対応対応対応などなどなどなど消防消防消防消防をををを取取取取りりりり巻巻巻巻
くくくく環境環境環境環境はははは大大大大きくきくきくきく変変変変化化化化しつつありしつつありしつつありしつつあり、町村消防、町村消防、町村消防、町村消防のののの脆弱化脆弱化脆弱化脆弱化がががが懸念懸念懸念懸念されるところでありされるところでありされるところでありされるところであり、今、今、今、今
後消防力後消防力後消防力後消防力のののの強強強強化充化充化充化充実実実実をををを図図図図りりりり住民住民住民住民のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保にににに努努努努めるためにめるためにめるためにめるために、消防車、消防車、消防車、消防車両両両両のののの更更更更
新新新新やややや消防水利消防水利消防水利消防水利のののの設置、消防救急無線設置、消防救急無線設置、消防救急無線設置、消防救急無線のデジタルのデジタルのデジタルのデジタル化等化等化等化等にににに係係係係るるるる財源確保財源確保財源確保財源確保のためののためののためののための補助制補助制補助制補助制
度度度度をををを引引引引きききき続続続続きききき充充充充実実実実・・・・強強強強化化化化することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、、、、デジタルデジタルデジタルデジタル無線無線無線無線のののの活動波活動波活動波活動波のののの整備整備整備整備にににに際際際際してもしてもしてもしても、多額、多額、多額、多額のののの費用負費用負費用負費用負担担担担がががが見見見見込込込込まれるにまれるにまれるにまれるに
もかかわらずもかかわらずもかかわらずもかかわらず、共通波、共通波、共通波、共通波とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり消防消防消防消防のののの広広広広域化域化域化域化をををを実実実実施施施施しないしないしないしない場合場合場合場合にはにはにはには、補助、補助、補助、補助対対対対象象象象かかかか
らららら除外除外除外除外されているされているされているされている状状状状況況況況となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、広広広広域化域化域化域化をををを実実実実施施施施しないしないしないしない場合場合場合場合であってもであってもであってもであっても補助補助補助補助がががが
受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう条条条条件件件件をををを緩和緩和緩和緩和するなどするなどするなどするなど、柔軟、柔軟、柔軟、柔軟なななな運用運用運用運用にににに努努努努めることめることめることめること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、地域消防力、地域消防力、地域消防力、地域消防力のののの強強強強化化化化をををを図図図図るるるる上上上上でででで地元消防地元消防地元消防地元消防団団団団のののの活動活動活動活動はははは大大大大きなウエイトをきなウエイトをきなウエイトをきなウエイトを占占占占めめめめ
ていることからていることからていることからていることから、消防、消防、消防、消防団団団団車車車車両両両両のののの更新更新更新更新がががが充分充分充分充分でないでないでないでない実実実実情情情情にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、消防、消防、消防、消防団団団団車車車車両両両両にににに対対対対するするするする
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補助制度補助制度補助制度補助制度をををを創設創設創設創設することすることすることすること。。。。    
    
    
エエエエ    橋梁、橋梁、橋梁、橋梁、トンネルトンネルトンネルトンネル等等等等のののの耐震補耐震補耐震補耐震補強強強強事業事業事業事業へのへのへのへの支援支援支援支援拡拡拡拡充充充充    
    東海地震東海地震東海地震東海地震のののの強強強強化地域化地域化地域化地域にににに指定指定指定指定されているされているされているされている町村町村町村町村においてはにおいてはにおいてはにおいては、災害、災害、災害、災害発発発発生時生時生時生時のののの復復復復旧旧旧旧支援活支援活支援活支援活
動動動動にににに必要必要必要必要なななな主要道路主要道路主要道路主要道路のののの確保確保確保確保がががが最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題となるがとなるがとなるがとなるが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの道路道路道路道路にはにはにはには橋梁橋梁橋梁橋梁やトンネやトンネやトンネやトンネ
ルがルがルがルが多多多多くくくく存在存在存在存在しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその耐震診耐震診耐震診耐震診断断断断とととと補補補補強強強強工事工事工事工事がががが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
    このためこのためこのためこのため、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業にににに対対対対するするするする国国国国のののの財政措置財政措置財政措置財政措置のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充充充充実実実実とととと県県県県のののの上積上積上積上積みみみみ助成助成助成助成
をををを引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望するとともにするとともにするとともにするとともに、完成時、完成時、完成時、完成時にににに移管移管移管移管されたされたされたされた高速道路跨道橋高速道路跨道橋高速道路跨道橋高速道路跨道橋のののの耐震補耐震補耐震補耐震補強強強強事業事業事業事業
についてはについてはについてはについては、原因者、原因者、原因者、原因者であるであるであるである中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式会会会会社社社社からからからから負負負負担担担担金金金金をををを徴収徴収徴収徴収するするするする制度制度制度制度をををを創創創創
設設設設するようするようするようするよう国国国国及及及及びびびび中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式会会会会社社社社へあらためてへあらためてへあらためてへあらためて働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
オオオオ    建築年建築年建築年建築年数数数数のののの古古古古いいいい公的集合住宅公的集合住宅公的集合住宅公的集合住宅のののの耐震化耐震化耐震化耐震化    
    昭和昭和昭和昭和40404040年頃年頃年頃年頃よりよりよりより整備整備整備整備されたされたされたされた県県県県住宅供給公社等住宅供給公社等住宅供給公社等住宅供給公社等によるによるによるによる公的住宅公的住宅公的住宅公的住宅はははは相相相相当当当当のののの年年年年数数数数がががが経経経経過過過過
しししし、安全、安全、安全、安全・・・・安心安心安心安心のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの観観観観点点点点からからからから危危危危険険険険であるのでであるのでであるのでであるので、耐震化、耐震化、耐震化、耐震化をををを早期早期早期早期実実実実施施施施するこするこするこするこ
とととと。。。。    
    
カカカカ    帰帰帰帰宅困難者宅困難者宅困難者宅困難者をををを想定想定想定想定したしたしたした備蓄物資備蓄物資備蓄物資備蓄物資増増増増強強強強へのへのへのへの支援支援支援支援    
    勤務地勤務地勤務地勤務地やややや観観観観光地光地光地光地でででで被災被災被災被災しししし、交通手段、交通手段、交通手段、交通手段のののの寸寸寸寸断断断断等等等等によりによりによりにより帰帰帰帰宅宅宅宅できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる
帰帰帰帰宅困難者宅困難者宅困難者宅困難者をををを想定想定想定想定したしたしたした市町村市町村市町村市町村によるによるによるによる備蓄物資備蓄物資備蓄物資備蓄物資のののの増増増増強強強強にににに対対対対してしてしてして、、、、県県県県としてとしてとしてとして積極的積極的積極的積極的にににに財財財財
政的支援政的支援政的支援政的支援をすることをすることをすることをすること。。。。    
    
キキキキ    水害水害水害水害対対対対策策策策のののの充充充充実実実実強強強強化化化化    
    近年近年近年近年のののの集中豪雨集中豪雨集中豪雨集中豪雨のののの多多多多発発発発をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、防災、防災、防災、防災・・・・減災減災減災減災のののの観観観観点点点点からからからから、水源地域、水源地域、水源地域、水源地域におけるにおけるにおけるにおける治水治水治水治水
やダムやダムやダムやダム放流等放流等放流等放流等のありのありのありのあり方方方方をををを見直見直見直見直すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、ダムのダムのダムのダムの耐震性耐震性耐震性耐震性などなどなどなど、、、、ダムにおけるダムにおけるダムにおけるダムにおける防災防災防災防災対対対対
策策策策にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの公開公開公開公開をををを徹底徹底徹底徹底するなどするなどするなどするなど、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの不安不安不安不安をををを払払払払拭拭拭拭するためのするためのするためのするための措置措置措置措置をををを講講講講
ずることずることずることずること。。。。    

((((4)4)4)4)相互支援体制相互支援体制相互支援体制相互支援体制のののの実効実効実効実効性性性性のののの向上向上向上向上    

アアアア    地域地域地域地域県県県県政政政政総総総総合合合合センターのセンターのセンターのセンターの機能機能機能機能強強強強化化化化    
    昨年度、「災害時昨年度、「災害時昨年度、「災害時昨年度、「災害時におけるにおけるにおけるにおける神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県内内内内のののの市町村市町村市町村市町村のののの相互相互相互相互応応応応援援援援にににに関関関関するするするする協定」協定」協定」協定」をををを締結締結締結締結
しししし、、、、オールオールオールオール神奈川神奈川神奈川神奈川でのでのでのでの相互支援相互支援相互支援相互支援によるによるによるによる防災体制防災体制防災体制防災体制のののの強強強強化化化化をををを図図図図ることとしたがることとしたがることとしたがることとしたが、地域、地域、地域、地域ブブブブ
ロックロックロックロック内内内内外外外外のののの相互支援相互支援相互支援相互支援のののの核核核核となるとなるとなるとなる地域地域地域地域県県県県政政政政総総総総合合合合センターのセンターのセンターのセンターの機能向上機能向上機能向上機能向上によりによりによりにより、相互支、相互支、相互支、相互支
援体制援体制援体制援体制のののの実効実効実効実効性向上性向上性向上性向上にににに努努努努めることめることめることめること。。。。    
    
イイイイ    地域地域地域地域ブロックブロックブロックブロック単単単単位位位位でのでのでのでの県県県県市町村合同訓練市町村合同訓練市町村合同訓練市町村合同訓練のののの実実実実施施施施    
    相互支援体制相互支援体制相互支援体制相互支援体制のののの実効実効実効実効性性性性をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、地域、地域、地域、地域ブロックブロックブロックブロック単単単単位位位位でのでのでのでの県県県県市町村合同訓練市町村合同訓練市町村合同訓練市町村合同訓練をををを
実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
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2 2 2 2 地方分地方分地方分地方分権権権権のののの一層一層一層一層のののの推進推進推進推進    
    

    「地方「地方「地方「地方ができることはができることはができることはができることは、地方、地方、地方、地方がががが担担担担いいいい責任責任責任責任をををを持持持持つつつつ」」」」というというというという大原則大原則大原則大原則をををを基基基基にににに、地方分、地方分、地方分、地方分権権権権
改革改革改革改革がががが進進進進められめられめられめられ、、、、国国国国とととと地方地方地方地方のののの関関関関係係係係をををを見直見直見直見直すすすす中中中中でででで、、、、広広広広域行政域行政域行政域行政をををを担担担担うううう県県県県とととと基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体でででで
あるあるあるある市町村市町村市町村市町村がががが協力協力協力協力・・・・共同共同共同共同してしてしてして国国国国にににに対対対対するするするする取組取組取組取組をををを強強強強化化化化するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    
    昨年８月昨年８月昨年８月昨年８月にはにはにはには第二次一括法第二次一括法第二次一括法第二次一括法がががが公布公布公布公布されされされされ、基礎自治体、基礎自治体、基礎自治体、基礎自治体へのへのへのへの権権権権限移限移限移限移譲譲譲譲、義務付、義務付、義務付、義務付け・け・け・け・枠枠枠枠
付付付付けのけのけのけの見直見直見直見直しがしがしがしが進進進進められるなどめられるなどめられるなどめられるなど、、、、真真真真のののの地方分地方分地方分地方分権権権権社社社社会会会会にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きがきがきがきが具体化具体化具体化具体化していましていましていましていま
すがすがすがすが、引、引、引、引きききき続続続続きききき地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな見直見直見直見直しししし等等等等をををを求求求求めめめめ、、、、真真真真にににに住民視住民視住民視住民視点点点点にににに立立立立つつつつ地方分地方分地方分地方分
権権権権社社社社会会会会がががが実実実実現現現現するようするようするようするよう、我、我、我、我々々々々地方地方地方地方もももも努力努力努力努力しししし、小規模自治体、小規模自治体、小規模自治体、小規模自治体であってもであってもであってもであっても自立自立自立自立することすることすることすること
がががが強強強強くくくく求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、県県県県はははは、町村、町村、町村、町村のののの実実実実情情情情をよくをよくをよくをよく理解理解理解理解しししし、地方分、地方分、地方分、地方分権権権権のののの推進推進推進推進とととと税税税税財源財源財源財源のののの充充充充実実実実
がががが一層一層一層一層図図図図られるようられるようられるようられるよう、、、、国国国国にににに働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、共同、共同、共同、共同してしてしてして行動行動行動行動することをすることをすることをすることを強強強強くくくく要望要望要望要望
しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、、、、県県県県はははは、市町村、市町村、市町村、市町村にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす政策政策政策政策のののの立案、立案、立案、立案、実実実実施施施施についてはについてはについてはについては、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川県県県県自治自治自治自治
基本基本基本基本条条条条例例例例にににに規定規定規定規定されているとおりされているとおりされているとおりされているとおり、市町村、市町村、市町村、市町村にににに意見意見意見意見をををを提出提出提出提出するするするする機機機機会会会会をををを確保確保確保確保しししし、、、、そのそのそのその意意意意
見見見見をををを尊重尊重尊重尊重するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県とととと市町村市町村市町村市町村がががが協議協議協議協議するするするする体制体制体制体制をををを整備整備整備整備するようするようするようするよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((1)1)1)1)地方分地方分地方分地方分権権権権改革改革改革改革のののの具体化具体化具体化具体化にににに向向向向けてけてけてけて    

    「地方「地方「地方「地方ができることはができることはができることはができることは地方地方地方地方がががが担担担担いいいい、責任、責任、責任、責任をををを持持持持つつつつ」、「地域」、「地域」、「地域」、「地域のことはのことはのことはのことは地域地域地域地域でででで考考考考ええええ、、、、
地域地域地域地域でででで決定決定決定決定するするするする」」」」というというというという基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、地方分、地方分、地方分、地方分権権権権・・・・地域主地域主地域主地域主権権権権改革改革改革改革をさらをさらをさらをさら
にににに強強強強力力力力にににに推進推進推進推進することすることすることすること。。。。    
    住民住民住民住民にににに身近身近身近身近なななな行政行政行政行政にににに係係係係るるるる事務事務事務事務・・・・権権権権限限限限のののの移移移移譲譲譲譲についてについてについてについて、一層、一層、一層、一層国国国国にににに強強強強くくくく要望要望要望要望していくしていくしていくしていく
とともにとともにとともにとともに、、、、県県県県からのからのからのからの市町村市町村市町村市町村にににに対対対対するするするする移移移移譲譲譲譲についてもについてもについてもについても取組取組取組取組をさらにをさらにをさらにをさらに強強強強化化化化することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、事務、事務、事務、事務・・・・権権権権限限限限のののの移移移移譲譲譲譲にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、地方財源、地方財源、地方財源、地方財源のののの充充充充実実実実・・・・強強強強化化化化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、国国国国とととと
地方地方地方地方のののの税税税税体系体系体系体系をををを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに見直見直見直見直しししし、地方、地方、地方、地方へのへのへのへの税税税税源移源移源移源移譲譲譲譲をををを確確確確実実実実にににに進進進進めることめることめることめること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、市、市、市、市とととと町村町村町村町村でででで主体性主体性主体性主体性にににに差差差差がががが生生生生じることのないようにじることのないようにじることのないようにじることのないように配慮配慮配慮配慮しししし、、、、広広広広域自治体域自治体域自治体域自治体とととと
してのしてのしてのしての補完機能補完機能補完機能補完機能をををを発発発発揮揮揮揮しししし、小規模自治体、小規模自治体、小規模自治体、小規模自治体にににに対対対対するするするする財政財政財政財政・・・・人的支援人的支援人的支援人的支援をををを強強強強化化化化することすることすることすること。。。。    
    特特特特にににに、、、、県県県県のののの重要重要重要重要なななな政策政策政策政策についてのについてのについてのについての市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの協議体制協議体制協議体制協議体制のののの整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、県県県県ではではではでは、、、、
本年１月本年１月本年１月本年１月24242424日日日日にににに「神奈川「神奈川「神奈川「神奈川県県県県緊急財政緊急財政緊急財政緊急財政対対対対策本部」策本部」策本部」策本部」をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、外部有識者、外部有識者、外部有識者、外部有識者によるによるによるによる調調調調査査査査
会会会会をををを設置設置設置設置しししし、、、、抜抜抜抜本的本的本的本的なななな見直見直見直見直しにしにしにしに向向向向けたけたけたけた検検検検討討討討をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、調、調、調、調査査査査会会会会のののの検検検検討事項討事項討事項討事項とさとさとさとさ
れているれているれているれている「市町村補助金「市町村補助金「市町村補助金「市町村補助金のありのありのありのあり方」方」方」方」についてはについてはについてはについては、市町村、市町村、市町村、市町村のののの行政行政行政行政がががが大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ
ることがることがることがることが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。神奈川。神奈川。神奈川。神奈川県県県県自治基本自治基本自治基本自治基本条条条条例例例例ではではではでは、第２、第２、第２、第２条条条条においてにおいてにおいてにおいて、、、、県県県県のののの自治自治自治自治はははは市市市市
町村町村町村町村のののの意見意見意見意見をををを尊重尊重尊重尊重してしてしてして行行行行わなければならないことわなければならないことわなければならないことわなければならないこと、第、第、第、第18181818条条条条においてにおいてにおいてにおいて、、、、県県県県政政政政にににに関関関関するするするする
情報情報情報情報をををを市町村市町村市町村市町村にににに積極的積極的積極的積極的にににに提供提供提供提供することすることすることすること、市町村、市町村、市町村、市町村にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる県県県県のののの政策政策政策政策のうちのうちのうちのうち重要重要重要重要なななな政政政政
策策策策のののの立案等立案等立案等立案等のののの過程過程過程過程においてにおいてにおいてにおいて市町村市町村市町村市町村がががが意見意見意見意見をををを提出提出提出提出するするするする機機機機会会会会をををを確保確保確保確保することすることすることすること、、、、県県県県のののの政策政策政策政策
のうちのうちのうちのうち特特特特にににに重要重要重要重要なななな政策政策政策政策についてについてについてについて市町村市町村市町村市町村とととと協議協議協議協議するためのするためのするためのするための体制体制体制体制をををを整備整備整備整備することをすることをすることをすることを規定規定規定規定
しているしているしているしている。。。。県県県県はははは、「市町村補助金、「市町村補助金、「市町村補助金、「市町村補助金のありのありのありのあり方」方」方」方」のののの検検検検討討討討などなどなどなど、市町村、市町村、市町村、市町村にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす政政政政
策策策策のののの立案、立案、立案、立案、実実実実施等施等施等施等についてについてについてについて、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川県県県県自治基本自治基本自治基本自治基本条条条条例例例例にににに規定規定規定規定されているとおりされているとおりされているとおりされているとおり、市町、市町、市町、市町
村村村村のののの意見意見意見意見をををを提出提出提出提出するするするする機機機機会会会会をををを確保確保確保確保しししし、、、、そのそのそのその意見意見意見意見をををを尊重尊重尊重尊重するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県とととと市町村市町村市町村市町村がががが協協協協
議議議議するするためのするするためのするするためのするするための体制体制体制体制をををを整備整備整備整備することすることすることすること。。。。    
    

((((2)2)2)2)広広広広域自治体域自治体域自治体域自治体としてのとしてのとしてのとしての県県県県のののの役割役割役割役割発発発発揮揮揮揮    

    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県はははは、政令市、政令市、政令市、政令市・・・・中核市中核市中核市中核市・・・・特例市特例市特例市特例市・・・・一般市及一般市及一般市及一般市及びびびび町町町町とととと村村村村をすべてをすべてをすべてをすべて持持持持つというつというつというつという全全全全
国国国国的的的的にもにもにもにも特異特異特異特異なななな地域地域地域地域であるであるであるである。。。。    
    これからのこれからのこれからのこれからの少子高少子高少子高少子高齢齢齢齢社社社社会会会会にににに向向向向かうかうかうかう中長期的中長期的中長期的中長期的でででで膨大膨大膨大膨大なななな行政需要行政需要行政需要行政需要のののの増増増増加、加、加、加、またまたまたまた相相相相当当当当なななな
財政出動財政出動財政出動財政出動のののの必要性必要性必要性必要性がががが見見見見込込込込まれるまれるまれるまれる中、自治体間中、自治体間中、自治体間中、自治体間のののの連連連連携携携携、、、、またはまたはまたはまたは協力協力協力協力がががが強強強強くくくく求求求求められてめられてめられてめられて
くるくるくるくる。。。。    
    そのそのそのその際際際際にににに、市町村業務、市町村業務、市町村業務、市町村業務であってもであってもであってもであっても、、、、広広広広域的域的域的域的なななな調整調整調整調整をををを図図図図ることがることがることがることが望望望望まれるまれるまれるまれる場合場合場合場合にににに
はははは、、、、広広広広域自治体域自治体域自治体域自治体であるであるであるである県県県県のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに配慮配慮配慮配慮しながらしながらしながらしながら積極的積極的積極的積極的にににに調整力調整力調整力調整力
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をををを発発発発揮揮揮揮しししし、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて小規模自治体小規模自治体小規模自治体小規模自治体にににに対対対対するするするする補完機能補完機能補完機能補完機能をををを発発発発揮揮揮揮することすることすることすること。。。。    

((((3)3)3)3)地方財政力地方財政力地方財政力地方財政力のののの強強強強化化化化にににに向向向向けてけてけてけて    

    地方分地方分地方分地方分権権権権・・・・地域主地域主地域主地域主権権権権改革改革改革改革をををを確確確確かなものとしかなものとしかなものとしかなものとし、、、、将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって安定的安定的安定的安定的でででで持持持持続続続続可能可能可能可能なななな
財政構造財政構造財政構造財政構造となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、県県県県はははは、市町村、市町村、市町村、市町村とともにとともにとともにとともに引引引引きききき続続続続きききき国国国国にににに要望要望要望要望しししし、次、次、次、次のののの取組取組取組取組をををを強強強強化化化化
することすることすることすること。。。。    
        
アアアア    地方地方地方地方税税税税財源財源財源財源のののの充充充充実実実実    
    当当当当面、面、面、面、国税国税国税国税とととと地方地方地方地方税税税税のののの税税税税源配分源配分源配分源配分をををを５：５５：５５：５５：５とすることをとすることをとすることをとすることを目途目途目途目途にににに、、、、税税税税源移源移源移源移譲譲譲譲のののの効効効効果果果果がががが
十分十分十分十分にににに町村町村町村町村にににに及及及及ぶようぶようぶようぶよう町村町村町村町村のののの実実実実情情情情をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
    またまたまたまた、地方消費、地方消費、地方消費、地方消費税税税税をををを含含含含むむむむ地方地方地方地方税税税税体系体系体系体系のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな改革改革改革改革をををを行行行行いいいい、地方、地方、地方、地方のののの自由度自由度自由度自由度やややや裁量裁量裁量裁量
のののの拡拡拡拡大大大大につながるにつながるにつながるにつながる恒久的恒久的恒久的恒久的なななな財源財源財源財源のののの確保確保確保確保をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
    
イイイイ    地方交付地方交付地方交付地方交付税税税税改革改革改革改革のののの推進推進推進推進    
    地方交付地方交付地方交付地方交付税税税税改革改革改革改革にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、地方、地方、地方、地方がががが担担担担うべきうべきうべきうべき事務事務事務事務とととと責任責任責任責任にににに見合見合見合見合ったったったった税税税税源配分源配分源配分源配分とととと
不交付不交付不交付不交付団団団団体体体体にににに対対対対するするするする特別交付特別交付特別交付特別交付税税税税のののの限定配分限定配分限定配分限定配分をををを見直見直見直見直しししし、必要、必要、必要、必要なななな行政行政行政行政経経経経費費費費がががが確保確保確保確保されるされるされるされる
ようようようよう、特別交付、特別交付、特別交付、特別交付税税税税のののの見直見直見直見直しをしをしをしを含含含含めめめめ、交付、交付、交付、交付税税税税制度制度制度制度のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いいいい、「地方共、「地方共、「地方共、「地方共
有有有有税税税税」」」」にににに名名名名称称称称をををを変変変変更更更更するとともにするとともにするとともにするとともに、法定率、法定率、法定率、法定率のののの引上引上引上引上げげげげ、特別、特別、特別、特別会会会会計計計計へのへのへのへの直入、特例加算直入、特例加算直入、特例加算直入、特例加算
のののの廃廃廃廃止及止及止及止及びびびび特別特別特別特別会会会会計借入計借入計借入計借入れのれのれのれの廃廃廃廃止止止止をををを実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
    特別交付特別交付特別交付特別交付税税税税のののの対対対対象象象象経経経経費費費費のののの重重重重点点点点措置措置措置措置によりによりによりにより交付交付交付交付税税税税額額額額がががが減額減額減額減額されているがされているがされているがされているが、交付、交付、交付、交付・・・・不不不不
交付交付交付交付にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず財政需要財政需要財政需要財政需要がががが生生生生じるものであるためじるものであるためじるものであるためじるものであるため、財源保障措置、財源保障措置、財源保障措置、財源保障措置をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    またまたまたまた、減、減、減、減税税税税補補補補てんてんてんてん債、臨時財政債、臨時財政債、臨時財政債、臨時財政対対対対策債等赤字地方債策債等赤字地方債策債等赤字地方債策債等赤字地方債のののの元利償還金元利償還金元利償還金元利償還金についてはについてはについてはについては、自、自、自、自
治体治体治体治体のののの財源確保努力財源確保努力財源確保努力財源確保努力のののの成果成果成果成果によってによってによってによって不交付不交付不交付不交付団団団団体体体体になったになったになったになった場合場合場合場合でもでもでもでも、特別交付、特別交付、特別交付、特別交付税税税税等等等等にににに
ついてのついてのついてのついての十分十分十分十分なななな対対対対策策策策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    
ウウウウ    地方超過負地方超過負地方超過負地方超過負担担担担のののの解消解消解消解消    
    地方地方地方地方がががが地方地方地方地方のののの工夫工夫工夫工夫とととと責任責任責任責任のもとのもとのもとのもと政策政策政策政策をををを実実実実現現現現できるようできるようできるようできるよう適正適正適正適正なななな税税税税財源財源財源財源のののの移移移移譲譲譲譲とととと国国国国庫庫庫庫
補助負補助負補助負補助負担担担担金金金金のののの市町村超過負市町村超過負市町村超過負市町村超過負担担担担のののの解消解消解消解消がががが行行行行われることわれることわれることわれること。。。。    
    あわせてあわせてあわせてあわせて、、、、廃廃廃廃止止止止されたされたされたされた補助金補助金補助金補助金にににに対対対対するするするする補補補補てんやてんやてんやてんや新新新新たなたなたなたな施策等施策等施策等施策等のののの財源財源財源財源としてとしてとしてとして行行行行われわれわれわれ
るるるる「交付「交付「交付「交付税税税税措置」措置」措置」措置」についてもについてもについてもについても、不交付、不交付、不交付、不交付団団団団体体体体にとってはにとってはにとってはにとっては財源財源財源財源をををを伴伴伴伴わないわないわないわない施策施策施策施策のののの押押押押しつしつしつしつ
けでありけでありけでありけであり、地方、地方、地方、地方のやるのやるのやるのやる気気気気をそがないようをそがないようをそがないようをそがないよう適切適切適切適切なななな施策展開施策展開施策展開施策展開とととと財政措置財政措置財政措置財政措置をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
    
エエエエ    地域自主地域自主地域自主地域自主戦戦戦戦略交付金略交付金略交付金略交付金のののの充充充充実実実実    
    国国国国によるによるによるによる補助金補助金補助金補助金のひものひものひものひも付付付付きききき、箇所付、箇所付、箇所付、箇所付けをけをけをけを廃廃廃廃止止止止してしてしてして、地方自治体、地方自治体、地方自治体、地方自治体がががが自由自由自由自由にににに使使使使えるえるえるえる
「一括交付金」「一括交付金」「一括交付金」「一括交付金」についてはについてはについてはについては、地域自主、地域自主、地域自主、地域自主戦戦戦戦略交付金略交付金略交付金略交付金がががが実実実実施施施施されたがされたがされたがされたが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの都道都道都道都道
府府府府県県県県分分分分やややや政令市分政令市分政令市分政令市分についてよくについてよくについてよくについてよく検検検検証証証証しししし、、、、総総総総額額額額圧圧圧圧縮縮縮縮のののの効効効効率率率率をををを優先優先優先優先したしたしたした考考考考ええええ方方方方をををを取取取取らららら
ずずずず、交付金、交付金、交付金、交付金やややや補助金等補助金等補助金等補助金等のののの削減削減削減削減をををを絶絶絶絶対対対対にににに行行行行わないわないわないわない十分十分十分十分なななな財源措置財源措置財源措置財源措置とすることとすることとすることとすること。。。。    
    またまたまたまた、必要、必要、必要、必要なななな事業事業事業事業のののの計計計計画画画画的的的的実実実実施施施施にににに支障支障支障支障がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう、地域間格差、地域間格差、地域間格差、地域間格差がががが拡拡拡拡大大大大しないしないしないしない
ようようようよう、町村、町村、町村、町村へのへのへのへの十分十分十分十分なななな配慮配慮配慮配慮をすることをすることをすることをすること。。。。    
    
オオオオ    市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤強強強強化化化化総総総総合補助金合補助金合補助金合補助金のののの充充充充実実実実    
    平成平成平成平成24242424年度年度年度年度からのからのからのからの新制度新制度新制度新制度であるであるであるである市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤強強強強化化化化総総総総合補助金合補助金合補助金合補助金はははは、、、、権権権権限移限移限移限移譲譲譲譲型型型型広広広広
域連域連域連域連携携携携をををを特特特特にににに優先優先優先優先するするするする制度制度制度制度だがだがだがだが、小規模自治体、小規模自治体、小規模自治体、小規模自治体がががが地域地域地域地域独独独独自自自自のののの事業事業事業事業にににに活用活用活用活用することにすることにすることにすることに
よってよってよってよって、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川のののの魅力魅力魅力魅力をををを広広広広域的域的域的域的にににに高高高高めるようなめるようなめるようなめるような効効効効果果果果がががが見見見見込込込込まれるまれるまれるまれる場合場合場合場合についてもについてもについてもについても、、、、
優先優先優先優先するようなするようなするようなするような制度制度制度制度とすることとすることとすることとすること。。。。    
    またまたまたまた、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災のののの教教教教訓訓訓訓をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、滞滞滞滞在人口在人口在人口在人口をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた津波津波津波津波対対対対策、施設等策、施設等策、施設等策、施設等のののの耐耐耐耐
震化工事、災害時情報震化工事、災害時情報震化工事、災害時情報震化工事、災害時情報のののの伝伝伝伝達及達及達及達及びびびび消防力消防力消防力消防力のののの充充充充実実実実にににに係係係係るるるる補助金補助金補助金補助金についてもについてもについてもについても優先的優先的優先的優先的にににに補補補補
助助助助するするするする制度制度制度制度とすることとすることとすることとすること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、生活道路、生活道路、生活道路、生活道路やややや集集集集会会会会施設施設施設施設といったといったといったといった地域住民地域住民地域住民地域住民にににに身近身近身近身近なななな生活生活生活生活関関関関連施設連施設連施設連施設などのなどのなどのなどの個別個別個別個別
市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業についてもについてもについてもについても、補助、補助、補助、補助対対対対象象象象としてとしてとしてとして十分十分十分十分なななな財源財源財源財源をををを確保確保確保確保することすることすることすること。。。。    
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3 3 3 3 廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理対対対対策策策策のののの推進推進推進推進    
    

    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境をををを確保確保確保確保するためにはするためにはするためにはするためには、循環型社、循環型社、循環型社、循環型社会会会会をををを推進推進推進推進するするするする総総総総合的合的合的合的なななな政策政策政策政策
がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、このことはこのことはこのことはこのことは地域住民地域住民地域住民地域住民にとってもにとってもにとってもにとっても大大大大きなきなきなきな関関関関心事心事心事心事となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    町村町村町村町村がががが総総総総合的合的合的合的かつかつかつかつ計計計計画画画画的的的的なななな廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理対対対対策及策及策及策及びびびび環境保全環境保全環境保全環境保全対対対対策策策策をををを推進推進推進推進することがですることがですることがですることがで
きるようきるようきるようきるよう、次、次、次、次のののの事項事項事項事項についてあらためてについてあらためてについてあらためてについてあらためて国国国国のののの積極的積極的積極的積極的なななな対応対応対応対応をををを働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、、、、
県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても一層一層一層一層のののの取組取組取組取組をををを強強強強化化化化するようするようするようするよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((1)1)1)1)循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会形成形成形成形成のののの一層一層一層一層のののの推進推進推進推進    

    廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの発発発発生生生生をををを抑制抑制抑制抑制するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、そのリサイクルをそのリサイクルをそのリサイクルをそのリサイクルを推進推進推進推進しししし、環境、環境、環境、環境とととと共生共生共生共生するするするする持持持持
続続続続可能可能可能可能なななな循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会をををを形成形成形成形成するためするためするためするため、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの・リサイクルの法体系法体系法体系法体系をををを整備整備整備整備・・・・拡拡拡拡充充充充
しししし、排出者責任、排出者責任、排出者責任、排出者責任やややや拡拡拡拡大生大生大生大生産産産産者責任者責任者責任者責任のののの原則原則原則原則をよりをよりをよりをより一層一層一層一層強強強強化化化化するようするようするようするよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ働働働働きききき
かけることかけることかけることかけること。。。。    
    特特特特にににに、、、、国国国国・・・・製造業者製造業者製造業者製造業者のののの責任責任責任責任をををを強強強強化化化化してしてしてして不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄対対対対策策策策にににに万全万全万全万全をををを期期期期するとともにするとともにするとともにするとともに、製、製、製、製
造業者造業者造業者造業者がががが製品製品製品製品のリサイクルのリサイクルのリサイクルのリサイクル性性性性のののの向上向上向上向上やややや廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの量量量量のののの削減削減削減削減にににに取取取取りりりり組組組組むようむようむようむよう一層一層一層一層強強強強力力力力なななな
指導指導指導指導をををを働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    

((((2)2)2)2)リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル各法各法各法各法のののの円円円円滑滑滑滑なななな推進推進推進推進    

    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル各法各法各法各法についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその適正適正適正適正なななな運用運用運用運用がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう事業者事業者事業者事業者やややや県県県県民民民民へのへのへのへの指指指指
導、導、導、導、啓啓啓啓発発発発・・・・普及普及普及普及をををを一層一層一層一層強強強強化化化化しししし、充、充、充、充実実実実することすることすることすること。。。。    
    特特特特にににに、家電、家電、家電、家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその対対対対象機器象機器象機器象機器をををを拡拡拡拡大大大大するとともにするとともにするとともにするとともに、事業者、事業者、事業者、事業者
のののの引取引取引取引取がががが円円円円滑滑滑滑にににに行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう業界業界業界業界をををを指導指導指導指導することをすることをすることをすることを引引引引きききき続続続続きききき国国国国にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    またまたまたまた、不法投棄防止、不法投棄防止、不法投棄防止、不法投棄防止のためののためののためののための監視体制整備監視体制整備監視体制整備監視体制整備やリサイクルにやリサイクルにやリサイクルにやリサイクルに係係係係るるるる費用費用費用費用をををを販販販販売価売価売価売価格格格格にににに
含含含含めるめるめるめる方式方式方式方式にににに改改改改めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、不法投棄、不法投棄、不法投棄、不法投棄されたされたされたされた機器機器機器機器のののの回回回回収収収収はははは事業者事業者事業者事業者のののの責任責任責任責任でででで行行行行うこうこうこうこ
ととしととしととしととし、市町村、市町村、市町村、市町村がががが回回回回収収収収したしたしたした場合場合場合場合はそのはそのはそのはその費用費用費用費用をををを事業者事業者事業者事業者のののの負負負負担担担担とするなどのとするなどのとするなどのとするなどの措置措置措置措置をををを講講講講ずずずず
るようさらにるようさらにるようさらにるようさらに強強強強くくくく国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、容器包、容器包、容器包、容器包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法についてはについてはについてはについては、 、 、 、 ①①①①容器包容器包容器包容器包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの施行以施行以施行以施行以
来来来来、、、、リサイクルはリサイクルはリサイクルはリサイクルは進展進展進展進展したがしたがしたがしたが、容器包、容器包、容器包、容器包装装装装廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの排出量排出量排出量排出量はははは減減減減っていないっていないっていないっていない現現現現状状状状をををを踏踏踏踏まままま
ええええ、容器包、容器包、容器包、容器包装装装装廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの発発発発生抑制生抑制生抑制生抑制とととと再資源化再資源化再資源化再資源化にににに向向向向けてけてけてけて、事業者、事業者、事業者、事業者にににに拡拡拡拡大生大生大生大生産産産産者責任者責任者責任者責任のののの観観観観
点点点点からからからから簡易包簡易包簡易包簡易包装装装装化化化化のののの推進推進推進推進をををを徹底徹底徹底徹底させるとともにさせるとともにさせるとともにさせるとともに、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民がががが分別排出分別排出分別排出分別排出しやすいよしやすいよしやすいよしやすいよ
うううう、分別、分別、分別、分別・リサイクルが・リサイクルが・リサイクルが・リサイクルが容易容易容易容易なななな製品開製品開製品開製品開発発発発をををを義務付義務付義務付義務付けるなどけるなどけるなどけるなど、生、生、生、生産産産産、消費、、消費、、消費、、消費、廃廃廃廃棄棄棄棄のののの過過過過
程程程程においてにおいてにおいてにおいて資源資源資源資源がよりがよりがよりがより一層容易一層容易一層容易一層容易にににに循環循環循環循環するシステムをするシステムをするシステムをするシステムを構築構築構築構築するようにするようにするようにするように業界業界業界業界へへへへ指導指導指導指導すすすす
ることをることをることをることを国国国国にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。 。 。 。 ②②②②プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包製容器包製容器包製容器包装装装装のののの品質基準品質基準品質基準品質基準においてにおいてにおいてにおいて異異異異
物扱物扱物扱物扱いとなっているいとなっているいとなっているいとなっている自治体自治体自治体自治体のののの指定袋指定袋指定袋指定袋などについてはなどについてはなどについてはなどについては、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包製容器包製容器包製容器包装装装装とととと同同同同
一素材一素材一素材一素材であればであればであればであれば分別基準分別基準分別基準分別基準のののの適合物適合物適合物適合物としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱うよううよううよううよう（財）容器包（財）容器包（財）容器包（財）容器包装装装装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル協協協協
会会会会にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。またまたまたまた、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包製容器包製容器包製容器包装装装装廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物についてはについてはについてはについては、形、形、形、形状状状状やややや素素素素
材材材材がががが様々様々様々様々であるためであるためであるためであるため見分見分見分見分けがけがけがけが困難困難困難困難でありでありでありであり、、、、汚汚汚汚れやれやれやれや異物異物異物異物がががが取取取取りりりり除除除除きにくいためきにくいためきにくいためきにくいため分別排分別排分別排分別排
出出出出にににに対対対対するするするする協力協力協力協力がががが得得得得られにくいられにくいられにくいられにくい状状状状況況況況にあることからにあることからにあることからにあることから、識別、識別、識別、識別マークをマークをマークをマークを大大大大きくするなどきくするなどきくするなどきくするなど
判別基準判別基準判別基準判別基準をををを明確明確明確明確にするとともににするとともににするとともににするとともに、形、形、形、形状状状状やややや素材素材素材素材のののの単単単単一化一化一化一化やややや、、、、汚汚汚汚れやれやれやれや異物異物異物異物がががが簡簡簡簡単単単単にににに取取取取りりりり
除除除除くことができるくことができるくことができるくことができる製品開製品開製品開製品開発発発発などをなどをなどをなどを促進促進促進促進するようするようするようするよう業界業界業界業界にににに指導指導指導指導することをすることをすることをすることを国国国国にににに働働働働きかけきかけきかけきかけ
ることることることること。 。 。 。 ③③③③容器包容器包容器包容器包装装装装以外以外以外以外のプラスチックのプラスチックのプラスチックのプラスチック製製製製廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物についてもについてもについてもについても、容器包、容器包、容器包、容器包装装装装リサイクリサイクリサイクリサイク
ルルルル法法法法とととと同同同同様様様様にににに資源化資源化資源化資源化がががが図図図図られるようにられるようにられるようにられるように制度制度制度制度をををを創設創設創設創設するようするようするようするよう国国国国にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    

((((3)3)3)3)廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理施設整備理施設整備理施設整備理施設整備へのへのへのへの財政措置財政措置財政措置財政措置のののの拡拡拡拡充充充充    

    国国国国庫補助金庫補助金庫補助金庫補助金のののの廃廃廃廃止止止止にににに伴伴伴伴いいいい創設創設創設創設されたされたされたされた循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会形成推進交付金形成推進交付金形成推進交付金形成推進交付金についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその
交付交付交付交付対対対対象象象象をををを拡拡拡拡大大大大するとともにするとともにするとともにするとともに、市町村、市町村、市町村、市町村のののの事業量事業量事業量事業量にににに対応対応対応対応したしたしたした予算額予算額予算額予算額をををを確保確保確保確保するようするようするようするよう引引引引
きききき続続続続きききき国国国国にににに要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、、、、ごみごみごみごみ処処処処理理理理広広広広域化域化域化域化をををを進進進進めるにめるにめるにめるに当当当当たりたりたりたり、、、、国国国国のののの支援措置支援措置支援措置支援措置のののの対対対対象外象外象外象外となっているとなっているとなっているとなっている施施施施
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設等設等設等設等のののの移築移築移築移築やややや新設等新設等新設等新設等にににに対対対対してもしてもしてもしても、財政措置、財政措置、財政措置、財政措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国にににに働働働働きかけるこきかけるこきかけるこきかけるこ
とととと。。。。    

((((4)4)4)4)不法投棄物撤去等不法投棄物撤去等不法投棄物撤去等不法投棄物撤去等にににに対対対対するするするする助成助成助成助成のののの強強強強化化化化    

    県県県県民民民民のののの水水水水がめであるダムがめであるダムがめであるダムがめであるダム湖周湖周湖周湖周辺辺辺辺やややや河川河川河川河川区区区区域域域域内内内内、道路等、道路等、道路等、道路等へのへのへのへの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄がががが数数数数多多多多くくくく発発発発生生生生
しておりしておりしておりしており、町村、町村、町村、町村はそのはそのはそのはその撤去撤去撤去撤去やややや清清清清掃掃掃掃にににに大大大大きなきなきなきな事業費負事業費負事業費負事業費負担担担担をををを負負負負っているのがっているのがっているのがっているのが現現現現状状状状であであであであ
るるるる。。。。県県県県におけるにおけるにおけるにおける補助制度補助制度補助制度補助制度はははは、平成、平成、平成、平成22222222年度以降年度以降年度以降年度以降はははは休止休止休止休止されているがされているがされているがされているが、町村、町村、町村、町村にとってはにとってはにとってはにとっては
撤去事業撤去事業撤去事業撤去事業をををを中止中止中止中止させるわけにはいかないさせるわけにはいかないさせるわけにはいかないさせるわけにはいかない。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、休止中、休止中、休止中、休止中のののの補助金補助金補助金補助金についてについてについてについて早早早早
急急急急にににに復活復活復活復活するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、事業費、事業費、事業費、事業費についてもについてもについてもについても十分十分十分十分なななな補助額補助額補助額補助額とすることとすることとすることとすること。。。。    
    またまたまたまた、不法投棄者、不法投棄者、不法投棄者、不法投棄者のののの発発発発見、摘見、摘見、摘見、摘発発発発のためののためののためののための警察警察警察警察のののの取締取締取締取締りをりをりをりを引引引引きききき続続続続きききき強強強強化化化化するとともするとともするとともするととも
にににに、河川、河川、河川、河川やややや道路道路道路道路のののの管理者管理者管理者管理者によるによるによるによる不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処処処処理理理理やややや不法投棄防止用不法投棄防止用不法投棄防止用不法投棄防止用のフェンスのフェンスのフェンスのフェンス
設置設置設置設置をををを一層推進一層推進一層推進一層推進することすることすることすること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、、、、県県県県はははは、、、、県県県県民民民民にににに対対対対しししし水源水源水源水源のののの大切大切大切大切さをアピールしさをアピールしさをアピールしさをアピールし、美化意識、美化意識、美化意識、美化意識のののの醸醸醸醸成成成成にさらににさらににさらににさらに
積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと。。。。    

((((5)5)5)5)海岸漂海岸漂海岸漂海岸漂着着着着ごみごみごみごみ処処処処分分分分にににに対対対対するするするする支援支援支援支援    

    平成平成平成平成21212121年７月年７月年７月年７月にににに海岸漂海岸漂海岸漂海岸漂着着着着物物物物処処処処理推進法理推進法理推進法理推進法がががが施行施行施行施行されましたがされましたがされましたがされましたが、施行前、施行前、施行前、施行前とととと変変変変わらずわらずわらずわらず、、、、
海岸漂海岸漂海岸漂海岸漂着着着着ゴミのゴミのゴミのゴミの処処処処分費用分費用分費用分費用はははは、、、、清清清清掃掃掃掃・・・・回回回回収収収収したしたしたした市町市町市町市町のののの費用負費用負費用負費用負担担担担となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
    海岸線海岸線海岸線海岸線にににに漂漂漂漂着着着着するごみのするごみのするごみのするごみの量量量量はははは莫大莫大莫大莫大でありでありでありであり、河川、河川、河川、河川のののの上流域上流域上流域上流域からからからから流流流流れてくるれてくるれてくるれてくる流木等流木等流木等流木等がががが
多多多多くくくく、、、、そのそのそのその処処処処理理理理をををを沿岸市町沿岸市町沿岸市町沿岸市町がががが負負負負担担担担するのはするのはするのはするのは、不公平、不公平、不公平、不公平であるであるであるである。。。。    
    国国国国、、、、県県県県においてにおいてにおいてにおいて、、、、このこのこのこの処処処処分費用分費用分費用分費用にににに対対対対するするするする応応応応分分分分のののの負負負負担担担担制度制度制度制度をををを早急早急早急早急にににに確立確立確立確立することすることすることすること。。。。    
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4 4 4 4 森林等水源環境森林等水源環境森林等水源環境森林等水源環境のののの保全保全保全保全    
    

    森林森林森林森林はははは、水源涵養機能、水源涵養機能、水源涵養機能、水源涵養機能やややや防災機能防災機能防災機能防災機能のみならずのみならずのみならずのみならず、美、美、美、美しいしいしいしい景景景景観観観観のののの形成、形成、形成、形成、レクリエーシレクリエーシレクリエーシレクリエーシ
ョンのョンのョンのョンの場場場場のののの提供等提供等提供等提供等さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな機能機能機能機能をををを有有有有しておりしておりしておりしており、今、、今、、今、、今、そのそのそのその多面的、公益的機能多面的、公益的機能多面的、公益的機能多面的、公益的機能がががが注注注注
目目目目されていますされていますされていますされています。。。。    
    森林地域森林地域森林地域森林地域のののの町村町村町村町村はははは、森林、森林、森林、森林のののの持持持持つこれらのつこれらのつこれらのつこれらの機能機能機能機能をををを持持持持続続続続的的的的にににに発発発発揮揮揮揮させるためさせるためさせるためさせるため種種種種々々々々のののの取取取取
組組組組をををを行行行行ってきましたがってきましたがってきましたがってきましたが、成果、成果、成果、成果はははは十分十分十分十分ではなくではなくではなくではなく、、、、そのそのそのその抜抜抜抜本的本的本的本的なななな対対対対策策策策をををを迫迫迫迫られていまられていまられていまられていま
すすすす。。。。    
    未未未未来来来来にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県県県県民民民民のののの貴重貴重貴重貴重なななな財財財財産産産産であるであるであるである森林等豊森林等豊森林等豊森林等豊かなかなかなかな自然自然自然自然をををを守守守守りりりり育育育育てていくたてていくたてていくたてていくた
めめめめ、、、、国国国国のののの措置措置措置措置をあらためてをあらためてをあらためてをあらためて強強強強くくくく働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、、、、県県県県のののの取組取組取組取組のののの一層一層一層一層のののの充充充充実実実実をををを要望要望要望要望
しますしますしますします。。。。    

((((1)1)1)1)森林保全整備森林保全整備森林保全整備森林保全整備のためののためののためののための国国国国民的支援策民的支援策民的支援策民的支援策のののの構築構築構築構築    

    森林森林森林森林のののの持持持持つつつつ多面的、公益的多面的、公益的多面的、公益的多面的、公益的なななな機能機能機能機能をををを持持持持続続続続させるとともにさせるとともにさせるとともにさせるとともに、森林、森林、森林、森林・・・・林業林業林業林業・・・・山村山村山村山村対対対対策策策策
のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな強強強強化化化化をををを図図図図るためるためるためるため、水、水、水、水やややや二酸化炭素排出源等二酸化炭素排出源等二酸化炭素排出源等二酸化炭素排出源等をををを課課課課税税税税客体客体客体客体とするとするとするとする新新新新たなたなたなたな税税税税財財財財
源源源源としてとしてとしてとして全全全全国国国国森林環境森林環境森林環境森林環境・・・・水源水源水源水源税税税税やややや環境環境環境環境税税税税をををを創設創設創設創設・・・・導入導入導入導入するなどするなどするなどするなど、、、、国国国国民的支援民的支援民的支援民的支援のののの仕組仕組仕組仕組
みのみのみのみの構築構築構築構築をををを国国国国へへへへ強強強強くくくく働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    

((((2)2)2)2)森林整備森林整備森林整備森林整備対対対対策策策策のののの拡拡拡拡充充充充    

    「市町村森林整備計「市町村森林整備計「市町村森林整備計「市町村森林整備計画画画画」」」」をををを円円円円滑滑滑滑にににに推進推進推進推進するためするためするためするため、町村、町村、町村、町村がががが実実実実施施施施するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業にににに対対対対しししし
てててて十分十分十分十分なななな財政措置財政措置財政措置財政措置をををを講講講講ずるようさらにずるようさらにずるようさらにずるようさらに強強強強くくくく国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    またまたまたまた、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに即即即即したしたしたした土地利用土地利用土地利用土地利用のののの調整調整調整調整をををを図図図図るためるためるためるため、、、、広広広広域的域的域的域的なななな影響影響影響影響のののの評評評評価価価価をををを条条条条
件件件件にににに、保安林、保安林、保安林、保安林のののの指定、解除指定、解除指定、解除指定、解除のののの権権権権限限限限をををを市町村市町村市町村市町村にににに移移移移譲譲譲譲することやすることやすることやすることや解除要件解除要件解除要件解除要件のののの緩和緩和緩和緩和についについについについ
てててて、森林法、森林法、森林法、森林法のののの改正改正改正改正もももも働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    

((((3)3)3)3)水源林管理道水源林管理道水源林管理道水源林管理道のののの作業路開設作業路開設作業路開設作業路開設にににに伴伴伴伴うううう補助制度補助制度補助制度補助制度のののの見直見直見直見直しししし    

    適切適切適切適切なななな森林管理森林管理森林管理森林管理をををを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで、、、、県県県県がががが実実実実施施施施するするするする協力協約推進事業協力協約推進事業協力協約推進事業協力協約推進事業におけるにおけるにおけるにおける水源林水源林水源林水源林
管理道管理道管理道管理道のののの作業路開設作業路開設作業路開設作業路開設についてについてについてについて、全、全、全、全県県県県統一統一統一統一したしたしたした標準標準標準標準単価単価単価単価によるによるによるによる補助補助補助補助のみでなくのみでなくのみでなくのみでなく、急峻、急峻、急峻、急峻
なななな山地山地山地山地状状状状況、作業路況、作業路況、作業路況、作業路のののの耐久性等耐久性等耐久性等耐久性等をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした現地現地現地現地のののの整備事情整備事情整備事情整備事情にににに見合見合見合見合うううう補助制度補助制度補助制度補助制度とするとするとするとする
ことことことこと。。。。    
    

((((4)4)4)4)自然自然自然自然歩歩歩歩道等道等道等道等のののの環境整備環境整備環境整備環境整備のののの促進促進促進促進    

    近年近年近年近年のののの健康志向健康志向健康志向健康志向のののの高高高高まりのまりのまりのまりの中中中中でででで、高、高、高、高齢齢齢齢者者者者をはじめとするハイカーのをはじめとするハイカーのをはじめとするハイカーのをはじめとするハイカーの多多多多数数数数がががが豊豊豊豊かなかなかなかな
自然環境自然環境自然環境自然環境をををを求求求求めてめてめてめて森林森林森林森林とふれあっているがとふれあっているがとふれあっているがとふれあっているが、幅、幅、幅、幅広広広広いいいい年令層年令層年令層年令層にににに対応対応対応対応できるできるできるできる安全安全安全安全でででで快適快適快適快適
なななな自然自然自然自然歩歩歩歩道等道等道等道等についてについてについてについて引引引引きききき続続続続きききき着着着着実実実実なななな整備整備整備整備をををを進進進進めることめることめることめること。。。。    

((((5)5)5)5)森林木材利用森林木材利用森林木材利用森林木材利用のののの推進推進推進推進    

    地球地球地球地球温温温温暖化暖化暖化暖化のののの防止等防止等防止等防止等にににに貢貢貢貢献献献献するするするする木材利用木材利用木材利用木材利用のののの推進推進推進推進にににに関関関関しししし、利用計、利用計、利用計、利用計画画画画をををを策定策定策定策定しししし、必要、必要、必要、必要
なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう国国国国にににに強強強強くくくく求求求求めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、県県県県としてとしてとしてとして一層一層一層一層のののの努力努力努力努力をすることをすることをすることをすること。。。。    

((((6)6)6)6)水源環境負水源環境負水源環境負水源環境負担担担担軽軽軽軽減減減減のののの取組取組取組取組のののの強強強強化化化化    

    かながわかながわかながわかながわ水源環境保全水源環境保全水源環境保全水源環境保全・・・・再生再生再生再生実実実実行５行５行５行５かかかか年計年計年計年計画画画画ではではではでは、水源環境負荷、水源環境負荷、水源環境負荷、水源環境負荷軽軽軽軽減減減減へのへのへのへの取組取組取組取組とととと
してしてしてして、、、、県県県県内内内内ダムダムダムダム集水域集水域集水域集水域におけるにおけるにおけるにおける公共下水道及公共下水道及公共下水道及公共下水道及びびびび合合合合併併併併処処処処理理理理浄浄浄浄化槽化槽化槽化槽のののの整備促進整備促進整備促進整備促進がががが事業化事業化事業化事業化
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されておりされておりされておりされており、水源環境、水源環境、水源環境、水源環境のののの負荷負荷負荷負荷軽軽軽軽減減減減にはにはにはには、、、、ダムダムダムダム集水域集水域集水域集水域だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、水源林地域、水源林地域、水源林地域、水源林地域をををを含含含含めめめめ
たたたた一体一体一体一体のののの対対対対策策策策をををを講講講講ずることによりずることによりずることによりずることにより、、、、そのそのそのその効効効効果果果果をををを一層一層一層一層発発発発揮揮揮揮するものであるするものであるするものであるするものである。。。。    
    ついてはついてはついてはついては、次期計、次期計、次期計、次期計画画画画のののの策定策定策定策定にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、公共下水道及、公共下水道及、公共下水道及、公共下水道及びびびび合合合合併併併併処処処処理理理理浄浄浄浄化槽整備化槽整備化槽整備化槽整備のののの
対対対対象地域象地域象地域象地域がダムがダムがダムがダム集水域集水域集水域集水域のみとなっているのみとなっているのみとなっているのみとなっている水源環境保全水源環境保全水源環境保全水源環境保全・・・・再生市町村交付金再生市町村交付金再生市町村交付金再生市町村交付金についについについについ
てててて、水源林地域、水源林地域、水源林地域、水源林地域へのへのへのへの対対対対象象象象のののの拡拡拡拡大大大大をををを確確確確実実実実にににに実実実実現現現現することすることすることすること。 。 。 。     

((((7)7)7)7)森林森林森林森林のののの保全保全保全保全    

    林業林業林業林業のののの低迷、林業就業者低迷、林業就業者低迷、林業就業者低迷、林業就業者のののの減少減少減少減少やややや高高高高齢齢齢齢化化化化のためにのためにのためにのために、森林、森林、森林、森林をををを守守守守りりりり、育、育、育、育てるといったてるといったてるといったてるといった
管理管理管理管理がががが必必必必ずしもずしもずしもずしも十分十分十分十分とはとはとはとは言言言言えずえずえずえず、森林、森林、森林、森林のののの荒荒荒荒廃廃廃廃やややや水資源水資源水資源水資源のののの確保確保確保確保がががが懸念懸念懸念懸念されているされているされているされている。。。。    
    そこでそこでそこでそこで、荒、荒、荒、荒廃廃廃廃がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる私有林私有林私有林私有林についてはについてはについてはについては財政的、技術的支援財政的、技術的支援財政的、技術的支援財政的、技術的支援をさらにをさらにをさらにをさらに強強強強くくくく推推推推
進進進進することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、一部、一部、一部、一部のののの山林山林山林山林ではではではでは外外外外国国国国資本資本資本資本によるによるによるによる買買買買収収収収がががが行行行行われているがわれているがわれているがわれているが、、、、実実実実態態態態のののの把握把握把握把握はははは困難困難困難困難
であるであるであるである。平成。平成。平成。平成23232323年４月年４月年４月年４月のののの森林法改正森林法改正森林法改正森林法改正によりによりによりにより、地域森林計、地域森林計、地域森林計、地域森林計画対画対画対画対象象象象のののの民有林民有林民有林民有林についてはについてはについてはについては
新新新新たなたなたなたな届届届届けけけけ出制度出制度出制度出制度がががが創設創設創設創設されたがされたがされたがされたが、、、、このこのこのこの制度制度制度制度をををを市町村市町村市町村市町村がががが適正適正適正適正にににに運用運用運用運用しししし、無、無、無、無届届届届伐採伐採伐採伐採がががが
行行行行われたわれたわれたわれた際際際際のののの伐採中止伐採中止伐採中止伐採中止やややや伐採後伐採後伐採後伐採後のののの造林命令造林命令造林命令造林命令などをなどをなどをなどを、市町村、市町村、市町村、市町村がががが的確的確的確的確にににに行行行行えるようにえるようにえるようにえるように、、、、
県県県県はははは充分充分充分充分なななな支援支援支援支援をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
    特特特特にににに、、、、広広広広域域域域にににに及及及及ぶぶぶぶ森林森林森林森林のののの公益的機能公益的機能公益的機能公益的機能をををを大大大大きくきくきくきく低下低下低下低下させるさせるさせるさせる恐恐恐恐れがあるれがあるれがあるれがある場合場合場合場合などになどになどになどに
はははは、、、、県県県県はははは市町村市町村市町村市町村とととと連連連連携携携携してしてしてして積極的積極的積極的積極的にににに対応対応対応対応策策策策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
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5 5 5 5 福祉福祉福祉福祉・・・・医医医医療施策療施策療施策療施策のののの充充充充実実実実    
    

    少子高少子高少子高少子高齢齢齢齢社社社社会会会会のののの進展進展進展進展にににに伴伴伴伴いいいい、福祉、福祉、福祉、福祉・・・・医医医医療療療療サービスのサービスのサービスのサービスの需要需要需要需要はますますはますますはますますはますます増増増増大大大大しししし、、、、かかかか
つつつつ、多、多、多、多様様様様化化化化していますしていますしていますしています。。。。    
    住民住民住民住民のののの誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域社地域社地域社地域社会会会会をををを構築構築構築構築するためするためするためするため、次、次、次、次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて国国国国にににに
積極的積極的積極的積極的なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう働働働働きかけることをきかけることをきかけることをきかけることを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    特特特特にににに、市町村、市町村、市町村、市町村国国国国保保保保はははは、高、高、高、高齢齢齢齢者、低所得者者、低所得者者、低所得者者、低所得者のののの増増増増加加加加やややや医医医医療費療費療費療費のののの増増増増大大大大によりによりによりにより給付給付給付給付とととと負負負負担担担担
のののの均衡均衡均衡均衡がががが崩崩崩崩れれれれ、保、保、保、保険険険険料（料（料（料（税税税税））））もももも高額化高額化高額化高額化してこれしてこれしてこれしてこれ以上以上以上以上のののの引上引上引上引上げはげはげはげは困難困難困難困難でででで、一般、一般、一般、一般会会会会計計計計かかかか
らのらのらのらの繰入繰入繰入繰入れもれもれもれも容易容易容易容易ではないためではないためではないためではないため、、、、そのそのそのその財政運財政運財政運財政運営営営営はもはやはもはやはもはやはもはや限界限界限界限界にににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、国国国国にににに対対対対しししし、財政的安定、財政的安定、財政的安定、財政的安定をををを確保確保確保確保するとともにするとともにするとともにするとともに、保、保、保、保険険険険料負料負料負料負担担担担等等等等のののの格差格差格差格差
をををを是正是正是正是正するためするためするためするため、、、、医医医医療保療保療保療保険険険険制度制度制度制度をををを一本化一本化一本化一本化するなどするなどするなどするなど、、、、医医医医療保療保療保療保険険険険制度制度制度制度のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな改革改革改革改革をををを
早期早期早期早期にににに実実実実現現現現するようするようするようするよう強強強強くくくく働働働働きかけることをきかけることをきかけることをきかけることを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((1)1)1)1)「「「「児児児児童手童手童手童手当当当当」制度」制度」制度」制度のののの安定的運用安定的運用安定的運用安定的運用    

    児児児児童手童手童手童手当当当当法法法法のののの改正改正改正改正にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、国国国国とととと地方地方地方地方のののの協議協議協議協議のののの場場場場をををを通通通通してしてしてして、、、、国国国国とととと地方地方地方地方のののの負負負負担担担担
割合割合割合割合についてについてについてについて合意合意合意合意にににに至至至至ったがったがったがったが、扶養控除、扶養控除、扶養控除、扶養控除のののの廃廃廃廃止止止止によってによってによってによって子育子育子育子育てててて世世世世帯帯帯帯のののの負負負負担担担担がががが増増増増加加加加すすすす
るるるる場合場合場合場合もありもありもありもあり、持、持、持、持続続続続可能可能可能可能なななな制度制度制度制度となるようとなるようとなるようとなるよう、今後、、今後、、今後、、今後、さらなるさらなるさらなるさらなる改善改善改善改善をををを図図図図るようるようるようるよう、、、、国国国国にににに
働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    

((((2)2)2)2)小小小小児医児医児医児医療費助成事業療費助成事業療費助成事業療費助成事業のののの改善及改善及改善及改善及びびびび国国国国のののの助成制度助成制度助成制度助成制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて    

    少子化少子化少子化少子化対対対対策策策策のののの拡拡拡拡充充充充がががが社社社社会会会会的要請的要請的要請的要請としてとしてとしてとして叫叫叫叫ばれているばれているばれているばれている中、子育中、子育中、子育中、子育てててて支援策支援策支援策支援策のののの一一一一つであつであつであつであ
るるるる小小小小児医児医児医児医療費療費療費療費のののの助成助成助成助成についてはについてはについてはについては、財政力、財政力、財政力、財政力のののの弱弱弱弱いいいい町村町村町村町村がががが個個個個々々々々にににに取取取取りりりり組組組組むにはむにはむにはむには限度限度限度限度があがあがあがあ
りりりり、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその内内内内容容容容もそれぞれもそれぞれもそれぞれもそれぞれ異異異異なっていることからなっていることからなっていることからなっていることから、、、、県県県県域全体域全体域全体域全体としてのとしてのとしてのとしての施策施策施策施策のののの制制制制
度的統一度的統一度的統一度的統一がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。このためこのためこのためこのため、、、、県県県県のののの補助制度補助制度補助制度補助制度についてについてについてについて、補助、補助、補助、補助対対対対象年象年象年象年齢齢齢齢のののの引上引上引上引上
げやげやげやげや所得制限所得制限所得制限所得制限のののの撤撤撤撤廃廃廃廃をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、都道府、都道府、都道府、都道府県県県県のののの補助施策補助施策補助施策補助施策にもにもにもにも格差格差格差格差がががが生生生生じていることからじていることからじていることからじていることから、、、、国国国国によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな統一統一統一統一
的的的的なななな小小小小児医児医児医児医療費助成制度療費助成制度療費助成制度療費助成制度のののの創設創設創設創設をををを働働働働きかけるようきかけるようきかけるようきかけるよう、重、重、重、重ねてねてねてねて要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((3)3)3)3)安心安心安心安心してしてしてして出出出出産産産産・・・・子育子育子育子育てのできるてのできるてのできるてのできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    

    保育所及保育所及保育所及保育所及びびびび放課後放課後放課後放課後児児児児童童童童クラブのクラブのクラブのクラブの新設新設新設新設やややや運運運運営営営営費費費費にににに対対対対するするするする補助補助補助補助についてはについてはについてはについては、財源不足、財源不足、財源不足、財源不足
などをなどをなどをなどを理由理由理由理由としてとしてとしてとして短期間短期間短期間短期間にににに限定限定限定限定することやすることやすることやすることや、執行率抑制等、執行率抑制等、執行率抑制等、執行率抑制等のののの措置措置措置措置をすることなくをすることなくをすることなくをすることなく、、、、
待機待機待機待機児児児児童童童童がががが未未未未だだだだ多多多多いいいい現現現現状状状状をををを勘案勘案勘案勘案しししし、安定、安定、安定、安定したしたしたした制度制度制度制度とすることとすることとすることとすること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、出、出、出、出産産産産後後後後のののの雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保やややや保育環境保育環境保育環境保育環境のののの充充充充実実実実などなどなどなど、安心、安心、安心、安心してしてしてして出出出出産産産産・・・・子育子育子育子育てがでてがでてがでてがで
きるきるきるきる環境環境環境環境をををを整備整備整備整備することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、平成、平成、平成、平成25252525年度年度年度年度にににに県県県県からからからから市町村市町村市町村市町村にににに移移移移譲譲譲譲されるされるされるされる未熟未熟未熟未熟児児児児訪問指導訪問指導訪問指導訪問指導についてはについてはについてはについては、、、、専専専専門門門門
的的的的なななな知識知識知識知識がががが求求求求められるめられるめられるめられる事務事務事務事務であることからであることからであることからであることから、、、、県県県県としてとしてとしてとして、、、、研研研研修修修修のののの実実実実施、講師施、講師施、講師施、講師のののの派遣派遣派遣派遣なななな
どどどど、技術的、技術的、技術的、技術的・・・・人的支援人的支援人的支援人的支援をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

((((4)4)4)4)介護保介護保介護保介護保険険険険制度制度制度制度のののの充充充充実実実実    

    介護保介護保介護保介護保険険険険料料料料についてはについてはについてはについては、保、保、保、保険険険険者者者者のののの責責責責にににに帰帰帰帰さないさないさないさない事由事由事由事由によりによりによりにより高額高額高額高額なななな保保保保険険険険料料料料となるとなるとなるとなる場場場場
合合合合についてはについてはについてはについては、、、、実実実実態態態態にににに即即即即したしたしたした適切適切適切適切なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるとともにずるとともにずるとともにずるとともに、介護保、介護保、介護保、介護保険険険険料料料料のののの上上上上乗乗乗乗せせせせ賦賦賦賦
課課課課にににに伴伴伴伴うううう、、、、国国国国民健康保民健康保民健康保民健康保険険険険料料料料のののの収収収収納率低下納率低下納率低下納率低下によりによりによりにより生生生生じるじるじるじる歳歳歳歳入欠入欠入欠入欠陥陥陥陥についてはについてはについてはについては、適切、適切、適切、適切なななな
措置措置措置措置をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、地域包括支援、地域包括支援、地域包括支援、地域包括支援センターがセンターがセンターがセンターが行行行行うううう介護予防支援業務介護予防支援業務介護予防支援業務介護予防支援業務についてはについてはについてはについては、報酬額、報酬額、報酬額、報酬額をををを業業業業
務務務務のののの実実実実態態態態にににに見合見合見合見合うううう額額額額にににに見直見直見直見直すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、専専専専門職員配置等門職員配置等門職員配置等門職員配置等のののの人的支援人的支援人的支援人的支援をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、地、地、地、地
域域域域のののの実実実実情情情情をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした制度制度制度制度とすることとすることとすることとすること。。。。    
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((((5)5)5)5)障害者福祉施策障害者福祉施策障害者福祉施策障害者福祉施策のののの充充充充実実実実    

    重度障重度障重度障重度障がいがいがいがい児児児児者者者者のののの生活生活生活生活のののの安定安定安定安定とととと福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、国国国国のののの制度制度制度制度としてとしてとしてとして重度障害重度障害重度障害重度障害
児児児児者者者者医医医医療費助成制度療費助成制度療費助成制度療費助成制度をををを創設創設創設創設することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、障害者自立支援法、障害者自立支援法、障害者自立支援法、障害者自立支援法にににに基基基基づくづくづくづく自立支援給付及自立支援給付及自立支援給付及自立支援給付及びびびび地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業のののの経経経経費費費費につにつにつにつ
いてはいてはいてはいては、事業、事業、事業、事業拡拡拡拡大大大大にににに伴伴伴伴うううう負負負負担担担担増増増増などなどなどなど町村町村町村町村にににに超過負超過負超過負超過負担担担担がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに
応応応応じたじたじたじた十分十分十分十分なななな財政措置財政措置財政措置財政措置をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    なおなおなおなお、平成、平成、平成、平成25252525年度施行予定年度施行予定年度施行予定年度施行予定のののの「障害者「障害者「障害者「障害者総総総総合支援法」合支援法」合支援法」合支援法」のののの施行施行施行施行にににに向向向向けてはけてはけてはけては、現場、現場、現場、現場のののの混混混混
乱乱乱乱をををを来来来来さぬようさぬようさぬようさぬよう制度制度制度制度のののの詳細詳細詳細詳細をををを早期早期早期早期にににに示示示示したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、町村、町村、町村、町村とととと十分協議十分協議十分協議十分協議してしてしてして十分十分十分十分なななな準備準備準備準備
期間期間期間期間をををを設設設設けけけけ、、、、実実実実施主体施主体施主体施主体であるであるであるである町村町村町村町村がががが安定的安定的安定的安定的にににに制度運制度運制度運制度運営営営営できるようにするとともにできるようにするとともにできるようにするとともにできるようにするとともに、、、、
必要必要必要必要となるとなるとなるとなる財源財源財源財源についてはについてはについてはについては国国国国のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて万全万全万全万全のののの措置措置措置措置をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
        

((((6)6)6)6)地域保健地域保健地域保健地域保健医医医医療療療療対対対対策策策策のののの充充充充実実実実    

    産産産産科、小科、小科、小科、小児児児児科科科科などなどなどなど、特定、特定、特定、特定のののの診療科診療科診療科診療科のののの医医医医師師師師をををを中心中心中心中心にににに、病院、病院、病院、病院にににに勤務勤務勤務勤務するするするする医医医医師師師師のののの数数数数がががが減減減減
少少少少していることからしていることからしていることからしていることから、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて医医医医師師師師のののの就業環境改善就業環境改善就業環境改善就業環境改善のためののためののためののための措置措置措置措置をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、抜抜抜抜
本的本的本的本的なななな医医医医師確保師確保師確保師確保対対対対策策策策をををを講講講講じじじじ、地域、地域、地域、地域におけるにおけるにおけるにおける診療機診療機診療機診療機関関関関がががが継続継続継続継続できるようにすることできるようにすることできるようにすることできるようにすること。。。。    
    またまたまたまた、小、小、小、小児児児児科科科科のののの二次救急二次救急二次救急二次救急医医医医療体制療体制療体制療体制をををを維持維持維持維持するためにするためにするためにするために、小、小、小、小児児児児救急救急救急救急医医医医療支援事業補助療支援事業補助療支援事業補助療支援事業補助
金金金金をををを堅持堅持堅持堅持するようするようするようするよう国国国国にににに働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、減額分、減額分、減額分、減額分についてはについてはについてはについては、、、、県県県県もももも支援策支援策支援策支援策をををを講講講講ずずずず
ることることることること。。。。    

((((7)7)7)7)医医医医療保療保療保療保険険険険制度制度制度制度のののの一本化一本化一本化一本化    

    国国国国民皆保民皆保民皆保民皆保険険険険制度制度制度制度をををを堅持堅持堅持堅持するためするためするためするため、各、各、各、各医医医医療保療保療保療保険険険険間間間間におけるにおけるにおけるにおける保保保保険険険険料負料負料負料負担担担担のののの格差格差格差格差・・・・不平不平不平不平
等等等等のののの解消解消解消解消をををを図図図図りりりり、安定的、安定的、安定的、安定的でででで持持持持続続続続可能可能可能可能なななな医医医医療保療保療保療保険険険険制度制度制度制度をををを構築構築構築構築するためするためするためするため、、、、国国国国をををを保保保保険険険険者者者者とととと
してしてしてして、、、、すべてのすべてのすべてのすべての国国国国民民民民をををを対対対対象象象象とするとするとするとする医医医医療保療保療保療保険険険険制度制度制度制度へのへのへのへの一本化一本化一本化一本化をををを早期早期早期早期にににに実実実実現現現現することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、都道府、都道府、都道府、都道府県県県県単単単単位（政令市位（政令市位（政令市位（政令市をををを除除除除くくくく））））をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした保保保保険険険険者者者者のののの再編再編再編再編・・・・統合統合統合統合をさらにをさらにをさらにをさらに推推推推
進進進進することすることすることすること。。。。    

((((8)8)8)8)市町村市町村市町村市町村国国国国保財政基盤保財政基盤保財政基盤保財政基盤のののの強強強強化化化化    

    今後今後今後今後のののの医医医医療保療保療保療保険険険険制度改革制度改革制度改革制度改革のののの具体的具体的具体的具体的なななな推進推進推進推進にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、市町村、市町村、市町村、市町村のののの意見意見意見意見をををを十分十分十分十分にににに尊尊尊尊
重重重重するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、医医医医療保療保療保療保険険険険制度制度制度制度のののの一本化一本化一本化一本化がががが実実実実現現現現されるまでのされるまでのされるまでのされるまでの間、市町村間、市町村間、市町村間、市町村国国国国保保保保のののの財政財政財政財政
状状状状況況況況をををを改善改善改善改善しししし、、、、そのそのそのその基盤基盤基盤基盤をををを強強強強化化化化するためするためするためするため、、、、国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担によるによるによるによる財政支援措置財政支援措置財政支援措置財政支援措置をををを拡拡拡拡充充充充するするするする
ことことことこと。。。。    

((((9)9)9)9)市町村市町村市町村市町村国国国国保保保保がががが行行行行うううう特定健康診特定健康診特定健康診特定健康診査査査査へのへのへのへの支援支援支援支援    

    特定健康診特定健康診特定健康診特定健康診査査査査にににに要要要要するするするする費用費用費用費用についてはについてはについてはについては、政令、政令、政令、政令でででで定定定定めるもののめるもののめるもののめるものの３分３分３分３分のののの１１１１にににに相相相相当当当当するするするする
額額額額をををを国国国国・・・・県県県県がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ負負負負担担担担することとなっているがすることとなっているがすることとなっているがすることとなっているが、、、、従従従従前前前前のののの実実実実績額績額績額績額とととと助成基準額助成基準額助成基準額助成基準額にににに
はははは大大大大きなきなきなきな差差差差がががが出出出出ておりておりておりており、市町村、市町村、市町村、市町村国国国国保保保保のののの財政財政財政財政をますますをますますをますますをますます悪悪悪悪化化化化させないようさせないようさせないようさせないよう、特定健康、特定健康、特定健康、特定健康
診診診診査査査査のののの費用費用費用費用についてについてについてについて基準額基準額基準額基準額をををを見直見直見直見直すことすことすことすこと。。。。    

((((10)10)10)10)新新新新しいしいしいしい高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療制度改革療制度改革療制度改革療制度改革についてについてについてについて    

    現行現行現行現行のののの後期高後期高後期高後期高齢齢齢齢者者者者医医医医療制度療制度療制度療制度のののの創設創設創設創設のののの経経経経緯緯緯緯とととと現現現現状状状状をををを鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、国国国国民皆保民皆保民皆保民皆保険険険険制度制度制度制度のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿
であるであるであるである国国国国民健康保民健康保民健康保民健康保険険険険をををを将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって堅持堅持堅持堅持するためのするためのするためのするための国国国国のののの責任責任責任責任をををを明確明確明確明確にすることにすることにすることにすること。。。。    
    制度運制度運制度運制度運営営営営のののの主体主体主体主体はははは、、、、国国国国かかかか都道府都道府都道府都道府県県県県としとしとしとし、市町村、市町村、市町村、市町村にににに運運運運営営営営のののの負負負負担担担担がががが及及及及ばないようなばないようなばないようなばないような制制制制
度設計度設計度設計度設計としとしとしとし、、、、さらにはさらにはさらにはさらには、新制度、新制度、新制度、新制度へのへのへのへの移行移行移行移行にににに係係係係るシステムるシステムるシステムるシステム改修等改修等改修等改修等をををを含含含含めめめめ、現場、現場、現場、現場でのでのでのでの混混混混
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乱乱乱乱をををを避避避避けるためのけるためのけるためのけるための十分十分十分十分なななな時間時間時間時間とととと財政措置財政措置財政措置財政措置をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    

((((11)11)11)11)各種予防接種各種予防接種各種予防接種各種予防接種のののの安定的安定的安定的安定的なななな財源化財源化財源化財源化    

    ワクチンワクチンワクチンワクチン予防接種予防接種予防接種予防接種としてとしてとしてとして、、、、ヒブワクチンヒブワクチンヒブワクチンヒブワクチン、子宮頸、子宮頸、子宮頸、子宮頸がんがんがんがん、、、、インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ感染等、感染等、感染等、感染等、
重症感染症重症感染症重症感染症重症感染症やややや肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌のののの感染症感染症感染症感染症などなどなどなど多多多多様様様様なワクチンなワクチンなワクチンなワクチン接種接種接種接種のののの必要性必要性必要性必要性がががが課題課題課題課題となっていとなっていとなっていとなってい
るがるがるがるが、現行、現行、現行、現行のののの予防接種法予防接種法予防接種法予防接種法ではではではでは救救救救済済済済されずされずされずされず、各種予防接種、各種予防接種、各種予防接種、各種予防接種のありのありのありのあり方方方方がががが問問問問われているわれているわれているわれている。。。。    
    国国国国民民民民にににに有有有有効効効効なななな予防接種予防接種予防接種予防接種についてはについてはについてはについては、、、、すべてすべてすべてすべて国国国国のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて、任意接種、任意接種、任意接種、任意接種からからからから定期定期定期定期
予防接種化予防接種化予防接種化予防接種化をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、安定的、安定的、安定的、安定的なななな財政支援措置財政支援措置財政支援措置財政支援措置とすることとすることとすることとすること。。。。    
    またまたまたまた、、、、県県県県のののの尽尽尽尽力力力力によりポリオによりポリオによりポリオによりポリオ不活化不活化不活化不活化ワクチンがワクチンがワクチンがワクチンが予防接種法予防接種法予防接種法予防接種法にににに位置付位置付位置付位置付けられたことけられたことけられたことけられたこと
はははは評評評評価価価価するがするがするがするが、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってってってって、、、、実実実実施主体施主体施主体施主体であるであるであるである市町村市町村市町村市町村にににに多額多額多額多額のののの財政負財政負財政負財政負担担担担がががが生生生生じるこじるこじるこじるこ
とからとからとからとから、安定的、安定的、安定的、安定的なななな接種接種接種接種をををを実実実実施施施施するためのするためのするためのするための財政措置財政措置財政措置財政措置をををを県県県県としてとしてとしてとして講講講講ずるとともにずるとともにずるとともにずるとともに、、、、国国国国にににに
もももも、交付、交付、交付、交付税税税税算入算入算入算入とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる財政措置財政措置財政措置財政措置をををを働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    

((((12)12)12)12)妊婦健康診妊婦健康診妊婦健康診妊婦健康診査査査査及及及及びびびび女性特有女性特有女性特有女性特有のがんのがんのがんのがん検検検検診推進事業診推進事業診推進事業診推進事業へのへのへのへの財政支援財政支援財政支援財政支援    

    県県県県民民民民のののの誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして子子子子どもをどもをどもをどもを産産産産みみみみ、育、育、育、育てやすいてやすいてやすいてやすい環境環境環境環境をををを整整整整えるためにえるためにえるためにえるために市町村市町村市町村市町村がががが実実実実
施施施施しているしているしているしている妊婦健康診妊婦健康診妊婦健康診妊婦健康診査査査査のののの公費負公費負公費負公費負担担担担についてについてについてについて、全、全、全、全14141414回分回分回分回分においてにおいてにおいてにおいて、交付、交付、交付、交付団団団団体、不交体、不交体、不交体、不交
付付付付団団団団体体体体にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず全額全額全額全額国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担となるようとなるようとなるようとなるよう支援支援支援支援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県独独独独自自自自のののの補助制度補助制度補助制度補助制度
をををを創設創設創設創設しししし、町村、町村、町村、町村のののの財政負財政負財政負財政負担担担担軽軽軽軽減減減減をををを図図図図ることることることること。。。。    
    またまたまたまた、特定年、特定年、特定年、特定年齢齢齢齢にににに対対対対するがんするがんするがんするがん検検検検診推進事業診推進事業診推進事業診推進事業についてもについてもについてもについても、、、、将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって安定的安定的安定的安定的なななな
財政支援措置財政支援措置財政支援措置財政支援措置とすることとすることとすることとすること。。。。    
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6 6 6 6 都市基盤等都市基盤等都市基盤等都市基盤等のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    
    

    住民住民住民住民がががが真真真真にににに豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを実実実実感感感感できるできるできるできる住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい地域社地域社地域社地域社会会会会をつくるためをつくるためをつくるためをつくるため、町村、町村、町村、町村はははは、、、、厳厳厳厳しししし
いいいい財政財政財政財政状状状状況況況況のののの中、都市基盤中、都市基盤中、都市基盤中、都市基盤やややや生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備にににに努努努努めていますがめていますがめていますがめていますが、、、、そのそのそのその実実実実現現現現にはにはにはには大大大大きききき
なななな困難困難困難困難がががが伴伴伴伴っておりっておりっておりっており、都市部、都市部、都市部、都市部とのとのとのとの格差格差格差格差はははは拡拡拡拡大大大大していますしていますしていますしています。。。。    
    このためこのためこのためこのため、、、、県県県県はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした町村町村町村町村のののの取組取組取組取組をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、次、次、次、次のののの事項事項事項事項のののの実実実実現現現現をあらたをあらたをあらたをあらた
めてめてめてめて国国国国にににに働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、、、、県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても引引引引きききき続続続続きききき積極的積極的積極的積極的なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう要要要要
望望望望しますしますしますします。。。。    

((((1)1)1)1)下水道下水道下水道下水道のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

アアアア    公共下水道公共下水道公共下水道公共下水道のののの整備促進整備促進整備促進整備促進をををを図図図図るためにはるためにはるためにはるためには、今後、今後、今後、今後もさらなるもさらなるもさらなるもさらなる事業費事業費事業費事業費のののの投入投入投入投入がががが必要必要必要必要とととと
なっておりなっておりなっておりなっており、財政基盤、財政基盤、財政基盤、財政基盤のののの弱弱弱弱いいいい町村町村町村町村ではではではでは、公共下水道、公共下水道、公共下水道、公共下水道のののの早期整備早期整備早期整備早期整備におけるにおけるにおけるにおける財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援
はははは、必要不可欠、必要不可欠、必要不可欠、必要不可欠であるであるであるである。現行。現行。現行。現行のののの公共下水道事業補助金制度公共下水道事業補助金制度公共下水道事業補助金制度公共下水道事業補助金制度はははは、補助、補助、補助、補助対対対対象事業費象事業費象事業費象事業費にににに対対対対
しししし一定一定一定一定のののの補助率補助率補助率補助率をををを乗乗乗乗じてじてじてじて補助金額補助金額補助金額補助金額をををを算出算出算出算出するするするする制度制度制度制度となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、普及率、普及率、普及率、普及率のののの低低低低いいいい町町町町
村村村村においてはにおいてはにおいてはにおいては、下水道、下水道、下水道、下水道のののの早期整備早期整備早期整備早期整備をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために補助率補助率補助率補助率のののの大幅大幅大幅大幅なななな引上引上引上引上げをげをげをげを図図図図るこるこるこるこ
とととと。。。。    
    またまたまたまた、下水道事業、下水道事業、下水道事業、下水道事業にににに対対対対するするするする社社社社会会会会資本整備資本整備資本整備資本整備総総総総合交付金合交付金合交付金合交付金のののの配分配分配分配分にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、必要、必要、必要、必要とととと
するするするする事業事業事業事業のののの執行執行執行執行にににに支障支障支障支障がががが生生生生じないようにじないようにじないようにじないように留意留意留意留意することすることすることすること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、流域、流域、流域、流域関関関関連公共下水道連公共下水道連公共下水道連公共下水道にににに対対対対するするするする県県県県補助補助補助補助はははは廃廃廃廃止止止止ではなくではなくではなくではなく、復活、復活、復活、復活することすることすることすること。。。。    
    
イイイイ    整備整備整備整備のののの遅遅遅遅れているれているれているれている町村町村町村町村のののの下水道整備下水道整備下水道整備下水道整備をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、管渠整備、管渠整備、管渠整備、管渠整備にににに係係係係るるるる弾弾弾弾力力力力条条条条項項項項
のののの枠枠枠枠のののの拡拡拡拡大大大大やややや処処処処理場理場理場理場のののの建物、設備機器等建物、設備機器等建物、設備機器等建物、設備機器等のののの整備整備整備整備にににに係係係係るるるる耐用年耐用年耐用年耐用年数数数数をををを縮減縮減縮減縮減しししし、補助、補助、補助、補助対対対対象象象象
事業事業事業事業のののの拡拡拡拡大大大大をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、国国国国庫補助制度庫補助制度庫補助制度庫補助制度をををを拡拡拡拡充充充充強強強強化化化化することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、各地域、各地域、各地域、各地域におけるにおけるにおけるにおける地形上地形上地形上地形上のののの制約制約制約制約やややや観観観観光地光地光地光地であるであるであるである等等等等のののの地域特性地域特性地域特性地域特性をををを加味加味加味加味したしたしたした特別特別特別特別
なななな補助補助補助補助についてについてについてについて配慮配慮配慮配慮することすることすることすること。。。。    
    
ウウウウ    下水道事業費下水道事業費下水道事業費下水道事業費についてはについてはについてはについては、財源、財源、財源、財源のののの多多多多くをくをくをくを地方債地方債地方債地方債にににに求求求求めているがめているがめているがめているが、償還金、償還金、償還金、償還金がががが年年年年々々々々
増増増増加加加加のののの傾向傾向傾向傾向にありにありにありにあり、本、本、本、本来来来来のののの整備整備整備整備にににに充充充充てるべきてるべきてるべきてるべき事業費事業費事業費事業費のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難なななな状状状状況況況況にあるのにあるのにあるのにあるの
でででで、現行、現行、現行、現行のののの地方交付地方交付地方交付地方交付税税税税へのへのへのへの算入方法算入方法算入方法算入方法のののの改善等、地方交付改善等、地方交付改善等、地方交付改善等、地方交付税税税税制度制度制度制度のののの改善充改善充改善充改善充実実実実をををを含含含含めめめめ
たたたた、新、新、新、新たなたなたなたな財政措置財政措置財政措置財政措置をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    またまたまたまた、公的資金補償金免除、公的資金補償金免除、公的資金補償金免除、公的資金補償金免除によるによるによるによる繰上償還期間（臨時特例措置）繰上償還期間（臨時特例措置）繰上償還期間（臨時特例措置）繰上償還期間（臨時特例措置）のののの延長延長延長延長とととと公的資公的資公的資公的資
金（金（金（金（旧旧旧旧資金運用部資金）資金運用部資金）資金運用部資金）資金運用部資金）のののの補償金補償金補償金補償金なしでのなしでのなしでのなしでの繰上償還繰上償還繰上償還繰上償還のののの対対対対象要件象要件象要件象要件をををを緩和緩和緩和緩和することすることすることすること。。。。    
    
エエエエ    公公公公営営営営企業債企業債企業債企業債のののの償還期間償還期間償還期間償還期間においてはにおいてはにおいてはにおいては、下水道施設、下水道施設、下水道施設、下水道施設のののの耐用年耐用年耐用年耐用年数数数数をををを加味加味加味加味したしたしたした期間期間期間期間にににに延延延延
伸伸伸伸しししし、、、、またまたまたまた、借換債制度、借換債制度、借換債制度、借換債制度についてはについてはについてはについては、現在、現在、現在、現在のののの景景景景気気気気動向動向動向動向をををを反映反映反映反映させたさせたさせたさせた条条条条件件件件にににに緩和緩和緩和緩和するするするする
ことことことこと。。。。    
    またまたまたまた、起債、起債、起債、起債のののの借換借換借換借換えのえのえのえの基準基準基準基準となっているとなっているとなっているとなっている現行現行現行現行のののの資本費資本費資本費資本費やややや使用料使用料使用料使用料単価単価単価単価のののの緩和及緩和及緩和及緩和及びびびび借借借借
換利率換利率換利率換利率のののの引下引下引下引下げげげげ等、措置等、措置等、措置等、措置内内内内容容容容のののの拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて、引、引、引、引きききき続続続続きききき国国国国などのなどのなどのなどの関関関関係機係機係機係機関関関関にににに働働働働きかきかきかきか
けることけることけることけること。。。。    
    
オオオオ    水道水道水道水道・・・・下水道整備事業下水道整備事業下水道整備事業下水道整備事業におけるにおけるにおけるにおける県県県県管理道路管理道路管理道路管理道路のののの路面復路面復路面復路面復旧旧旧旧工事工事工事工事のののの自費復自費復自費復自費復旧旧旧旧事務費負事務費負事務費負事務費負
担担担担はははは、事業、事業、事業、事業のののの財源財源財源財源がががが交付金並交付金並交付金並交付金並びにびにびにびに起債起債起債起債をををを主体主体主体主体としているとしているとしているとしている市町村市町村市町村市町村にとってにとってにとってにとって極極極極めてめてめてめて厳厳厳厳しししし
いものがあるいものがあるいものがあるいものがある。。。。    
    ついてはついてはついてはついては、、、、県県県県管理道路管理道路管理道路管理道路のののの路面復路面復路面復路面復旧旧旧旧にににに要要要要するするするする事務費負事務費負事務費負事務費負担担担担金金金金についてについてについてについて免除免除免除免除をををを含含含含めためためためた見見見見
直直直直しをしをしをしを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
    
カカカカ    下水下水下水下水汚汚汚汚泥泥泥泥のののの処処処処理理理理処処処処分分分分についてについてについてについて、、、、県県県県内内内内にににに処処処処分地分地分地分地をををを確保確保確保確保することがすることがすることがすることが困難困難困難困難なななな状状状状況況況況にあにあにあにあ
りりりり、公共下水道事業費補助等、公共下水道事業費補助等、公共下水道事業費補助等、公共下水道事業費補助等のメニューにのメニューにのメニューにのメニューに単独単独単独単独公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業をををを行行行行っているっているっているっている自治体自治体自治体自治体
のののの汚汚汚汚泥泥泥泥処処処処理費用理費用理費用理費用にににに対対対対するするするする項目項目項目項目のののの追加追加追加追加をををを行行行行うなどうなどうなどうなど財政支援財政支援財政支援財政支援することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、市町村、市町村、市町村、市町村のののの単独単独単独単独公共下水道公共下水道公共下水道公共下水道であってもであってもであってもであっても、下水、下水、下水、下水汚汚汚汚泥泥泥泥のののの処処処処分量分量分量分量がががが小規模小規模小規模小規模なななな自治体自治体自治体自治体
についてはについてはについてはについては、、、、県県県県流域下水道流域下水道流域下水道流域下水道処処処処理場理場理場理場へのへのへのへの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを実実実実施施施施するなどするなどするなどするなど、、、、寛寛寛寛容容容容なななな対処対処対処対処をするをするをするをする
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ことことことこと。。。。    

((((2)2)2)2)生活交通生活交通生活交通生活交通のののの確保確保確保確保対対対対策策策策のののの充充充充実実実実    

    生活交通路線生活交通路線生活交通路線生活交通路線のののの維持確保維持確保維持確保維持確保についてはについてはについてはについては、、、、国国国国のののの「「「「バスバスバスバス運行運行運行運行対対対対策費補助金交付要綱」策費補助金交付要綱」策費補助金交付要綱」策費補助金交付要綱」にににに
基基基基づきづきづきづき、、、、県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても国国国国とのとのとのとの協調協調協調協調によるによるによるによる補助制度補助制度補助制度補助制度がががが創設創設創設創設されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその対対対対象象象象とととと
なるためにはなるためにはなるためにはなるためには、要綱、要綱、要綱、要綱内内内内にににに示示示示されたされたされたされた要件要件要件要件のののの一一一一つであるつであるつであるつである「「「「広広広広域行政域行政域行政域行政圏圏圏圏のののの中心都市」中心都市」中心都市」中心都市」につにつにつにつ
いていていていて、「、「、「、「かながわかながわかながわかながわ都市都市都市都市マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン」」」」にににに位置付位置付位置付位置付けられたけられたけられたけられた自治体自治体自治体自治体のののの主要主要主要主要駅駅駅駅とのとのとのとの路線路線路線路線
接接接接続続続続がなされていなければならずがなされていなければならずがなされていなければならずがなされていなければならず、、、、県県県県内内内内ではそのではそのではそのではその対対対対象象象象となるとなるとなるとなる駅駅駅駅がががが10101010箇所箇所箇所箇所とととと限限限限られてられてられてられて
いるいるいるいる。。。。    
    そのためそのためそのためそのため、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの路線路線路線路線についてはについてはについてはについては、市町村、市町村、市町村、市町村をまたがるをまたがるをまたがるをまたがる広広広広域的路線域的路線域的路線域的路線であってであってであってであって
もももも、市町村、市町村、市町村、市町村のののの単独単独単独単独補助補助補助補助によりによりによりにより路線路線路線路線をををを維持確保維持確保維持確保維持確保しているしているしているしている状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。今後。今後。今後。今後もももも利用利用利用利用のののの少少少少
ないないないない路線路線路線路線バスにおいてはバスにおいてはバスにおいてはバスにおいては、不採算、不採算、不採算、不採算によるによるによるによる路線路線路線路線からのからのからのからの撤退撤退撤退撤退がががが懸念懸念懸念懸念されるためされるためされるためされるため、、、、よりよりよりより多多多多
くのくのくのくの県県県県民民民民のののの生活生活生活生活のののの足足足足がががが確保確保確保確保されるようされるようされるようされるよう「補助「補助「補助「補助対対対対象要件象要件象要件象要件のののの緩和」及緩和」及緩和」及緩和」及びびびび「「「「単独単独単独単独路線路線路線路線もももも含含含含
めためためためた補助補助補助補助対対対対象象象象のののの拡拡拡拡大」大」大」大」についてについてについてについて国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては、「、「、「、「広広広広域的幹線的路線域的幹線的路線域的幹線的路線域的幹線的路線バスバスバスバス運行運行運行運行対対対対策補助金交付要綱」策補助金交付要綱」策補助金交付要綱」策補助金交付要綱」をををを定定定定めめめめ、自治、自治、自治、自治
体体体体内内内内のののの「「「「単独単独単独単独路線」路線」路線」路線」にににに対対対対してもしてもしてもしても対対対対象象象象をををを拡拡拡拡げたげたげたげた支援支援支援支援をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、国国国国のののの補助制度同補助制度同補助制度同補助制度同
様様様様、「、「、「、「広広広広域行政域行政域行政域行政圏圏圏圏のののの中心都市中心都市中心都市中心都市とのとのとのとの接接接接続続続続」」」」にににに関関関関するするするする要件要件要件要件のののの緩和及緩和及緩和及緩和及びびびび、路線、路線、路線、路線のののの「「「「キロキロキロキロ
程」程」程」程」についてもについてもについてもについても、距離、距離、距離、距離のののの短短短短いいいい路線路線路線路線もももも対対対対象象象象となるようとなるようとなるようとなるよう要件要件要件要件のののの緩和緩和緩和緩和をををを行行行行うことうことうことうこと。事業者。事業者。事業者。事業者
がががが採算性採算性採算性採算性にににに見合見合見合見合わないとわないとわないとわないと判判判判断断断断したしたしたした路線路線路線路線をををを、財政規模、財政規模、財政規模、財政規模のののの小小小小さなさなさなさな自治体自治体自治体自治体がががが継続継続継続継続的的的的にににに維持維持維持維持
することはすることはすることはすることは大大大大きなきなきなきな負負負負担担担担であるであるであるである。。。。経経経経費的費的費的費的なななな事由事由事由事由によるサービスのによるサービスのによるサービスのによるサービスの低下低下低下低下がががが、公共交通、公共交通、公共交通、公共交通のののの
利便性低下利便性低下利便性低下利便性低下をををを招招招招きききき、、、、県県県県民民民民のののの生活生活生活生活にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすことのないようぼすことのないようぼすことのないようぼすことのないよう、補助率及、補助率及、補助率及、補助率及びびびび補助額補助額補助額補助額
のののの拡拡拡拡大大大大についてもについてもについてもについても併併併併せてせてせてせて行行行行うことうことうことうこと。。。。国国国国のののの地方地方地方地方バスバスバスバス路線維持路線維持路線維持路線維持対対対対策補助制度策補助制度策補助制度策補助制度をををを見直見直見直見直しししし、、、、
要件要件要件要件をををを緩和緩和緩和緩和するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、乗乗乗乗合合合合バスのバスのバスのバスの需要調整規制需要調整規制需要調整規制需要調整規制のののの廃廃廃廃止止止止にににに伴伴伴伴うううう生活交通生活交通生活交通生活交通のののの確保確保確保確保対対対対
策策策策についてについてについてについて一層一層一層一層のののの税税税税財源措置財源措置財源措置財源措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、、、、国国国国はははは地方地方地方地方バスバスバスバス路線維持路線維持路線維持路線維持対対対対策補助制度策補助制度策補助制度策補助制度のののの見直見直見直見直しとしてしとしてしとしてしとして、、、、デマンドバスデマンドバスデマンドバスデマンドバス導入導入導入導入
等等等等をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした国国国国庫補助制度庫補助制度庫補助制度庫補助制度のののの創設等創設等創設等創設等をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、かならずしもかならずしもかならずしもかならずしも十分十分十分十分ではないこではないこではないこではないこ
とからとからとからとから、生活交通、生活交通、生活交通、生活交通のののの確保確保確保確保のためのためのためのため、、、、県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては助言助言助言助言やややや情報提供情報提供情報提供情報提供のののの他他他他にこれらにこれらにこれらにこれら制度制度制度制度のののの
要件要件要件要件にににに該該該該当当当当しないしないしないしない対対対対策策策策にににに対対対対するするするする県県県県補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設等創設等創設等創設等をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。またまたまたまた、地域、地域、地域、地域コミュコミュコミュコミュ
ニティバスについてもニティバスについてもニティバスについてもニティバスについても、同、同、同、同様様様様にににに補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設等創設等創設等創設等をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
    

((((3)3)3)3)海岸海岸海岸海岸のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

アアアア    酒酒酒酒匂匂匂匂川川川川やややや相模川等相模川等相模川等相模川等からのからのからのからの流砂流砂流砂流砂のののの減少減少減少減少にににに伴伴伴伴いいいい、大磯港西側、大磯港西側、大磯港西側、大磯港西側からからからから二宮海岸二宮海岸二宮海岸二宮海岸にかけてにかけてにかけてにかけて
のののの海岸線海岸線海岸線海岸線のののの浸食浸食浸食浸食はははは深刻深刻深刻深刻なななな状状状状況況況況となっているのでとなっているのでとなっているのでとなっているので、安全、安全、安全、安全対対対対策策策策をををを含含含含めためためためた抜抜抜抜本的本的本的本的なななな海岸浸海岸浸海岸浸海岸浸
食食食食対対対対策策策策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    
イイイイ    相模相模相模相模湾湾湾湾のののの海岸線海岸線海岸線海岸線にはにはにはには、大、大、大、大きなきなきなきな松松松松がががが残残残残されされされされ、防風、防砂、防風、防砂、防風、防砂、防風、防砂をををを含含含含むむむむ環境保全環境保全環境保全環境保全のののの役割役割役割役割とととと
相模相模相模相模湾湾湾湾のののの美美美美しいしいしいしい景景景景観観観観をつくりだすをつくりだすをつくりだすをつくりだす貴重貴重貴重貴重なななな財財財財産産産産となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、松、松、松、松くいくいくいくい虫虫虫虫のののの被害被害被害被害増増増増大大大大
によりによりによりにより松松松松のののの切切切切りりりり倒倒倒倒しをしをしをしを余儀余儀余儀余儀なくされなくされなくされなくされ、年、年、年、年々々々々景景景景観観観観やややや環境保全環境保全環境保全環境保全のためののためののためののための松松松松はははは減少減少減少減少しつつしつつしつつしつつ
あるあるあるある。。。。そのそのそのその対対対対策策策策としてとしてとしてとして、松、松、松、松くいくいくいくい虫被害木虫被害木虫被害木虫被害木のののの伐倒後地伐倒後地伐倒後地伐倒後地権権権権者者者者のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて松松松松くいくいくいくい虫虫虫虫にににに強強強強
いいいい抵抗性松抵抗性松抵抗性松抵抗性松のののの植樹協力植樹協力植樹協力植樹協力をしているがをしているがをしているがをしているが、町、町、町、町のののの負負負負担担担担はははは増増増増大大大大するばかりであるするばかりであるするばかりであるするばかりである。。。。    
    このことからこのことからこのことからこのことから、松、松、松、松くいくいくいくい虫被害虫被害虫被害虫被害にににに関関関関するするするする補助補助補助補助単価単価単価単価をををを見直見直見直見直すとともにすとともにすとともにすとともに、補助率、補助率、補助率、補助率をををを上上上上げげげげ
ることなどることなどることなどることなど、松（林）、松（林）、松（林）、松（林）のののの保全、再生（白砂保全、再生（白砂保全、再生（白砂保全、再生（白砂青青青青松）松）松）松）のののの実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援するするするする
ことことことこと。 。 。 。     

((((4)4)4)4)町村部町村部町村部町村部におけるにおけるにおけるにおける県県県県道整備道整備道整備道整備枠枠枠枠のののの確保確保確保確保    

    県県県県ではではではでは、平成、平成、平成、平成19191919年年年年10101010月月月月にににに、平成、平成、平成、平成28282828年度年度年度年度までをまでをまでをまでを計計計計画画画画期間期間期間期間としとしとしとし、「道路整備計、「道路整備計、「道路整備計、「道路整備計画画画画」及」及」及」及
びびびび「道路維持管理計「道路維持管理計「道路維持管理計「道路維持管理計画画画画」」」」によりによりによりにより構成構成構成構成されるされるされるされる「「「「かながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくり計計計計画画画画」」」」をををを新新新新たにたにたにたに
策定策定策定策定しているしているしているしている。。。。    
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    しかししかししかししかし、「道路整備計、「道路整備計、「道路整備計、「道路整備計画画画画」」」」にににに位置付位置付位置付位置付けられているけられているけられているけられている「整備推進箇所」（「整備推進箇所」（「整備推進箇所」（「整備推進箇所」（91919191箇所）及箇所）及箇所）及箇所）及
びびびび「事業化「事業化「事業化「事業化検検検検討箇所」（５箇所）討箇所」（５箇所）討箇所」（５箇所）討箇所」（５箇所）についてはについてはについてはについては、、、、そのほとんどがそのほとんどがそのほとんどがそのほとんどが市部市部市部市部にににに集中集中集中集中しているしているしているしている
ことからことからことからことから、今後、町村部、今後、町村部、今後、町村部、今後、町村部におけるにおけるにおけるにおける県県県県道整備道整備道整備道整備のののの遅遅遅遅れがれがれがれが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。    
    県県県県道道道道についてはについてはについてはについては、災害時、災害時、災害時、災害時におけるにおけるにおけるにおける緊急交通路緊急交通路緊急交通路緊急交通路・・・・緊急輸送路緊急輸送路緊急輸送路緊急輸送路としてとしてとしてとして指定指定指定指定されているされているされているされている
路線路線路線路線もももも多多多多いことからいことからいことからいことから、都市部間、都市部間、都市部間、都市部間をををを結結結結ぶぶぶぶ町村部町村部町村部町村部のののの道路整備道路整備道路整備道路整備もももも重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、県県県県下全域下全域下全域下全域にににに
おいておいておいておいて均衡均衡均衡均衡あるあるあるある整備整備整備整備がががが必要必要必要必要であるとともにであるとともにであるとともにであるとともに、公共交通機、公共交通機、公共交通機、公共交通機関関関関がががが発発発発達達達達しているしているしているしている都市部都市部都市部都市部とととと
はははは異異異異なりなりなりなり、交通移動手段、交通移動手段、交通移動手段、交通移動手段のののの多多多多くをくをくをくを自家用車等自家用車等自家用車等自家用車等にににに依存依存依存依存しているしているしているしている町村部町村部町村部町村部にあってはにあってはにあってはにあっては、道、道、道、道
路整備路整備路整備路整備はははは最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題のののの一一一一つでありつでありつでありつであり、住民、住民、住民、住民からのからのからのからの整備要望整備要望整備要望整備要望もももも大大大大変変変変強強強強いものがあることいものがあることいものがあることいものがあること
からからからから、「、「、「、「かながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくり計計計計画画画画」」」」とはとはとはとは別別別別にににに、町村部、町村部、町村部、町村部をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした県県県県道整備道整備道整備道整備枠枠枠枠をををを
設設設設けけけけ、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした取組取組取組取組をををを推進推進推進推進することすることすることすること。。。。    

((((5)5)5)5)特殊地下壕特殊地下壕特殊地下壕特殊地下壕対対対対策策策策のののの拡拡拡拡大大大大強強強強化化化化    

    特殊地下壕特殊地下壕特殊地下壕特殊地下壕はははは、、、、経経経経年年年年変変変変化化化化によるそのによるそのによるそのによるその危危危危険険険険性性性性がががが指摘指摘指摘指摘されておりされておりされておりされており、各市町村、各市町村、各市町村、各市町村においてにおいてにおいてにおいて
そのそのそのその対対対対策策策策をををを講講講講ずるにあたりずるにあたりずるにあたりずるにあたり、崩落、崩落、崩落、崩落のののの危危危危険険険険性性性性のののの調調調調査査査査からからからから工法選定工法選定工法選定工法選定・・・・対対対対策工事策工事策工事策工事のののの実実実実施施施施にににに
至至至至るまでにはるまでにはるまでにはるまでには莫大莫大莫大莫大なななな経経経経費費費費がかかるものとがかかるものとがかかるものとがかかるものと推測推測推測推測されるされるされるされる。。。。    
    戦戦戦戦時中、時中、時中、時中、国国国国土防衛土防衛土防衛土防衛のためにのためにのためにのために築造築造築造築造されたされたされたされた地下壕地下壕地下壕地下壕についてはについてはについてはについては、、、、国国国国がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってそのってそのってそのってその
対対対対策策策策にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むべきでありむべきでありむべきでありむべきであり、特殊地下壕、特殊地下壕、特殊地下壕、特殊地下壕対対対対策事業策事業策事業策事業についてについてについてについて、、、、強強強強力力力力なななな財政支財政支財政支財政支
援措置援措置援措置援措置をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
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7 7 7 7 防犯防犯防犯防犯対対対対策策策策のののの強強強強化化化化    
    

    近年、我近年、我近年、我近年、我がががが国国国国ではではではでは、都市部、都市部、都市部、都市部のみならずのみならずのみならずのみならず町村部町村部町村部町村部においてもにおいてもにおいてもにおいても犯罪犯罪犯罪犯罪はははは著著著著しくしくしくしく増増増増加加加加しししし、多、多、多、多
様様様様化化化化しておりしておりしておりしており、質的、質的、質的、質的にもにもにもにも巧妙化、凶巧妙化、凶巧妙化、凶巧妙化、凶悪悪悪悪化化化化のののの一途一途一途一途をををを辿辿辿辿りりりり、住民、住民、住民、住民のののの安全安全安全安全なななな生活生活生活生活へのへのへのへの不安不安不安不安
がががが深刻化深刻化深刻化深刻化していますしていますしていますしています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの犯罪犯罪犯罪犯罪からからからから住民住民住民住民をををを守守守守りりりり、安全、安全、安全、安全なななな地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるためるためるためるた
めにはめにはめにはめには、予防的、予防的、予防的、予防的なななな視視視視点点点点からからからから防犯防犯防犯防犯対対対対策策策策をををを推進推進推進推進するするするする必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組をををを越越越越ええええ
たたたた自治体自治体自治体自治体とととと警察、住民警察、住民警察、住民警察、住民のののの連連連連携携携携がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    
    町村町村町村町村がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ犯罪犯罪犯罪犯罪のないのないのないのない安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、国国国国にににに対対対対しししし次次次次
のののの措置措置措置措置をををを講講講講ずるようあらためてずるようあらためてずるようあらためてずるようあらためて働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、引、引、引、引きききき続続続続きききき県県県県のののの取組取組取組取組のののの一層一層一層一層のののの強強強強
化化化化をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((1)1)1)1)地域住民地域住民地域住民地域住民のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保    

    住民住民住民住民のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心がががが図図図図れるようれるようれるようれるよう、地域、地域、地域、地域のののの暴走車暴走車暴走車暴走車両両両両にににに対対対対するするするする取取取取りりりり締締締締まりについてまりについてまりについてまりについて、、、、
発発発発生時間生時間生時間生時間帯帯帯帯にににに重重重重点点点点をををを置置置置いていていていて取取取取りりりり締締締締まるなどまるなどまるなどまるなど、、、、効効効効果果果果のあるのあるのあるのある取取取取りりりり締締締締まりをまりをまりをまりを実実実実施施施施するととするととするととするとと
もにもにもにもに、暴走族、暴走族、暴走族、暴走族のののの集集集集団団団団走行走行走行走行やドリフトやドリフトやドリフトやドリフト族等族等族等族等のののの暴走運暴走運暴走運暴走運転転転転にににに関関関関するするするする違反行違反行違反行違反行為為為為にににに対対対対するするするする法律法律法律法律
規制等規制等規制等規制等のののの拡拡拡拡大大大大・・・・強強強強化化化化についてについてについてについて国国国国にににに強強強強くくくく働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    またまたまたまた、東日本大震災以降、東日本大震災以降、東日本大震災以降、東日本大震災以降のののの電力電力電力電力のののの供給不足供給不足供給不足供給不足にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、「神奈川、「神奈川、「神奈川、「神奈川県県県県電力電力電力電力・・・・節節節節
電電電電対対対対策基本方針」策基本方針」策基本方針」策基本方針」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、県県県県がががが管理管理管理管理するするするする国国国国道道道道・・・・県県県県道道道道においてにおいてにおいてにおいて、交通安全上影響、交通安全上影響、交通安全上影響、交通安全上影響がががが
少少少少ないないないない見通見通見通見通しのしのしのしの良良良良いいいい直線直線直線直線区区区区間等間等間等間等のののの道路照明道路照明道路照明道路照明灯灯灯灯をををを間引間引間引間引いていていていて消消消消灯灯灯灯するなどするなどするなどするなど、箇所、箇所、箇所、箇所をををを限定限定限定限定
したしたしたした消消消消灯灯灯灯をををを実実実実施施施施しているがしているがしているがしているが、消、消、消、消灯灯灯灯するするするする箇所箇所箇所箇所のののの選選選選択択択択についてはについてはについてはについては、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの安全、安安全、安安全、安安全、安
心心心心のののの十分十分十分十分なななな確保確保確保確保にににに配慮配慮配慮配慮いただきいただきいただきいただき、「節電」、「節電」、「節電」、「節電」とととと「安全確保」「安全確保」「安全確保」「安全確保」をををを効効効効率率率率よくよくよくよく両両両両立立立立するこするこするこするこ
とととと。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、市町村、市町村、市町村、市町村がががが行行行行うううう契約事務契約事務契約事務契約事務からからからから暴力暴力暴力暴力団団団団をををを排除排除排除排除するためするためするためするため、「、「、「、「かながわかながわかながわかながわ電子入札電子入札電子入札電子入札
共同共同共同共同システムシステムシステムシステム」」」」におけるにおけるにおけるにおける競競競競争争争争入札入札入札入札参参参参加資格認定登加資格認定登加資格認定登加資格認定登録録録録申請申請申請申請についてについてについてについて、申請者、申請者、申請者、申請者からからからから役員役員役員役員
名簿等名簿等名簿等名簿等のののの提出提出提出提出をををを求求求求めめめめ、暴力、暴力、暴力、暴力団団団団員等員等員等員等またはまたはまたはまたは暴力暴力暴力暴力団経営団経営団経営団経営支配法人等支配法人等支配法人等支配法人等のののの有無有無有無有無をををを警察本部警察本部警察本部警察本部へへへへ
照照照照会会会会しししし、該、該、該、該当当当当のあったのあったのあったのあった申請者申請者申請者申請者はははは不認定不認定不認定不認定とすることによりとすることによりとすることによりとすることにより、同、同、同、同システムでシステムでシステムでシステムで暴力暴力暴力暴力団団団団排除排除排除排除
のののの共通審共通審共通審共通審査査査査がががが図図図図れるようにするとともにれるようにするとともにれるようにするとともにれるようにするとともに、同、同、同、同システムにシステムにシステムにシステムに加入加入加入加入していないしていないしていないしていない市町村市町村市町村市町村におにおにおにお
いてもいてもいてもいても、個別、個別、個別、個別にににに警察本部警察本部警察本部警察本部にににに照照照照会会会会ができるようにができるようにができるようにができるように配慮配慮配慮配慮することすることすることすること。。。。    

((((2)2)2)2)警察官警察官警察官警察官のののの増増増増員員員員    

    これまでこれまでこれまでこれまで比較的良好比較的良好比較的良好比較的良好なななな治安治安治安治安状状状状況況況況をををを保保保保っていたっていたっていたっていた町村部町村部町村部町村部においてもにおいてもにおいてもにおいても凶凶凶凶悪悪悪悪犯罪犯罪犯罪犯罪がががが多多多多発発発発すすすす
るるるる傾向傾向傾向傾向にありにありにありにあり、治安、治安、治安、治安はははは従従従従前前前前にににに比比比比べべべべ悪悪悪悪化化化化しているしているしているしている情勢情勢情勢情勢にあるにあるにあるにある。住民。住民。住民。住民のののの生命生命生命生命のののの安全安全安全安全とととと財財財財
産産産産をををを保護保護保護保護しししし、公共、公共、公共、公共のののの安全安全安全安全とととと秩序秩序秩序秩序をををを維持維持維持維持するためにはするためにはするためにはするためには、町村部、町村部、町村部、町村部へのへのへのへの警察官警察官警察官警察官のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる
増増増増員配置員配置員配置員配置とととと交番交番交番交番のののの増増増増設設設設がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。このためこのためこのためこのため、本、本、本、本県県県県警察官警察官警察官警察官のののの定員基準定員基準定員基準定員基準をををを引上引上引上引上げげげげ、、、、
増増増増員員員員するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、関関関関連連連連するするするする予算予算予算予算についてもについてもについてもについても併併併併せてせてせてせて措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ
強強強強くくくく働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    

((((3)3)3)3)防犯環境防犯環境防犯環境防犯環境のののの視視視視点点点点からのまちづくりへのからのまちづくりへのからのまちづくりへのからのまちづくりへの支援支援支援支援    

    道路、公園等道路、公園等道路、公園等道路、公園等のののの公共空間公共空間公共空間公共空間にににに対対対対するするするする防犯防犯防犯防犯灯灯灯灯やややや緊急通報緊急通報緊急通報緊急通報装装装装置置置置のののの整備整備整備整備などなどなどなど、自治体、自治体、自治体、自治体がががが犯犯犯犯
罪防止罪防止罪防止罪防止にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした環境設計環境設計環境設計環境設計というというというという視視視視点点点点でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ事業事業事業事業にににに対対対対しししし、自治体、自治体、自治体、自治体のののの過度過度過度過度のののの負負負負担担担担
とならないようなとならないようなとならないようなとならないような財政支援措置財政支援措置財政支援措置財政支援措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
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ⅡⅡⅡⅡ    共通要望共通要望共通要望共通要望    



    
    

1 1 1 1 町村財政基盤町村財政基盤町村財政基盤町村財政基盤のののの整備整備整備整備    
        

((((1)1)1)1)地方地方地方地方税税税税制等制等制等制等のののの改正改正改正改正についてについてについてについて    

    地方地方地方地方税税税税源源源源のののの確保確保確保確保とととと充充充充実実実実をををを目指目指目指目指しししし、負、負、負、負担担担担のののの公平性及公平性及公平性及公平性及びびびび税税税税務事務務事務務事務務事務のののの合理化合理化合理化合理化をををを図図図図るたるたるたるた
めめめめ、次、次、次、次のとおりのとおりのとおりのとおり措置措置措置措置をををを講講講講じられるようじられるようじられるようじられるよう国国国国へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ及及及及びびびび県県県県のののの取組取組取組取組をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    
アアアア    経済状経済状経済状経済状況況況況のののの厳厳厳厳しいしいしいしい中、中、中、中、国国国国民民民民のののの低燃費志向低燃費志向低燃費志向低燃費志向によるによるによるによる軽軽軽軽自動車自動車自動車自動車へのへのへのへの需要需要需要需要がががが増増増増大大大大するするするする情情情情
勢下勢下勢下勢下においてにおいてにおいてにおいて、現行、現行、現行、現行のののの軽軽軽軽自動車自動車自動車自動車税税税税にににに係係係係るるるる標準標準標準標準税税税税率率率率はははは、昭和、昭和、昭和、昭和59595959年度年度年度年度からからからから据置据置据置据置かれていかれていかれていかれてい
るるるる状状状状況況況況にありにありにありにあり、自動車、自動車、自動車、自動車税税税税とととと比較比較比較比較するとするとするとすると非常非常非常非常にににに低低低低いいいい率率率率となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
    軽軽軽軽自動車自動車自動車自動車はははは、性能面、性能面、性能面、性能面においてにおいてにおいてにおいて普通自動車普通自動車普通自動車普通自動車とととと遜色遜色遜色遜色のないレベルにありのないレベルにありのないレベルにありのないレベルにあり、環境、環境、環境、環境へのへのへのへの影影影影
響響響響にもにもにもにも配慮配慮配慮配慮されていることからされていることからされていることからされていることから、、、、応応応応分分分分のののの負負負負担担担担をををを求求求求められるものとめられるものとめられるものとめられるものと理解理解理解理解するするするする。。。。    
    町村町村町村町村においてはにおいてはにおいてはにおいては貴重貴重貴重貴重なななな財源財源財源財源であるであるであるである軽軽軽軽自動車自動車自動車自動車税税税税のののの税税税税率率率率についてについてについてについて、地方分、地方分、地方分、地方分権権権権・・・・社社社社会経会経会経会経
済済済済事情事情事情事情をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした税税税税率率率率にににに引引引引きききき上上上上げるようげるようげるようげるよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、町村、町村、町村、町村がががが行行行行っているっているっているっている原動機付自原動機付自原動機付自原動機付自転転転転車等車等車等車等のののの登登登登録録録録事務及事務及事務及事務及びびびび賦課賦課賦課賦課徴収徴収徴収徴収事務事務事務事務についについについについ
てててて、省力化、省力化、省力化、省力化のののの観観観観点点点点からからからから、自動車、自動車、自動車、自動車リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法のののの手法手法手法手法にににに沿沿沿沿ったったったった新規登新規登新規登新規登録録録録時時時時のみののみののみののみの賦課賦課賦課賦課
徴収徴収徴収徴収制度制度制度制度にににに改正改正改正改正するようするようするようするよう要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
イイイイ    固定資固定資固定資固定資産産産産税税税税にににに係係係係るるるる非課非課非課非課税税税税等特別措置等特別措置等特別措置等特別措置についてはについてはについてはについては、施策目的、施策目的、施策目的、施策目的のののの達成達成達成達成されたもののされたもののされたもののされたものの
早期早期早期早期廃廃廃廃止止止止やややや縮減縮減縮減縮減がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。またまたまたまた、現在、優遇、現在、優遇、現在、優遇、現在、優遇されているされているされているされている事業用賃貸建物等事業用賃貸建物等事業用賃貸建物等事業用賃貸建物等のののの住住住住
宅用地宅用地宅用地宅用地のののの特例措置並特例措置並特例措置並特例措置並びにびにびにびに宗宗宗宗教教教教法人法人法人法人やややや学学学学校法人校法人校法人校法人をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする特定特定特定特定のののの者者者者やややや資資資資産産産産についについについについ
てはてはてはては、租、租、租、租税税税税のののの公平公平公平公平なななな負負負負担担担担のののの観観観観点点点点からもからもからもからも見直見直見直見直していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。町村。町村。町村。町村のののの基幹基幹基幹基幹税税税税であであであであ
るるるる固定資固定資固定資固定資産産産産税税税税のののの確保確保確保確保のののの見地見地見地見地からもからもからもからも、非課、非課、非課、非課税税税税措置措置措置措置のののの整理整理整理整理・・・・縮減縮減縮減縮減についてについてについてについて国国国国へへへへ要望要望要望要望するするするする
ことことことこと。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、ＪＲ東日本、ＪＲ東日本、ＪＲ東日本、ＪＲ東日本・・・・ＪＲ東海等ＪＲ東海等ＪＲ東海等ＪＲ東海等のののの鉄鉄鉄鉄軌道用地軌道用地軌道用地軌道用地のののの評評評評価価価価がががが、現在、沿接、現在、沿接、現在、沿接、現在、沿接するするするする土地土地土地土地のののの
価価価価格格格格のののの約３分約３分約３分約３分のののの１程度１程度１程度１程度となっていることについてもとなっていることについてもとなっていることについてもとなっていることについても、評、評、評、評価価価価方法方法方法方法をををを見直見直見直見直してしてしてして評評評評価価価価額額額額をををを
引引引引きききき上上上上げるようげるようげるようげるよう併併併併せてせてせてせて要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
ウウウウ    家屋評家屋評家屋評家屋評価価価価はははは、、、、専専専専門性門性門性門性がががが高高高高くくくく複複複複雑雑雑雑なものでありなものでありなものでありなものであり、納、納、納、納税税税税者者者者にとってもにとってもにとってもにとっても理解理解理解理解しにくいしにくいしにくいしにくい
ものとなっているものとなっているものとなっているものとなっている。特。特。特。特にににに、複、複、複、複雑雑雑雑なななな非木造家屋非木造家屋非木造家屋非木造家屋のののの評評評評点点点点基準表基準表基準表基準表についてはについてはについてはについては、、、、よりよりよりより一層一層一層一層のののの
整理合理化整理合理化整理合理化整理合理化をををを行行行行いいいい、、、、よりよりよりより簡素化簡素化簡素化簡素化することをすることをすることをすることを引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、個人情報保護法、個人情報保護法、個人情報保護法、個人情報保護法のののの制定制定制定制定によりによりによりにより、住民、住民、住民、住民のプライバシーにのプライバシーにのプライバシーにのプライバシーに関関関関するするするする意識意識意識意識がががが高高高高まっまっまっまっ
てきておりてきておりてきておりてきており、町村、町村、町村、町村がががが行行行行うううう評評評評価価価価事務事務事務事務にににに支障支障支障支障をきたすをきたすをきたすをきたす場面場面場面場面もあるもあるもあるもある。。。。    
    そこでそこでそこでそこで、家屋、家屋、家屋、家屋のののの評評評評価価価価がががが所有者所有者所有者所有者のののの負負負負担担担担とならないようなとならないようなとならないようなとならないような、簡便、簡便、簡便、簡便なななな取得取得取得取得価価価価格方式格方式格方式格方式やややや平平平平
米米米米単価単価単価単価方式方式方式方式などのなどのなどのなどの導入導入導入導入についてについてについてについて検検検検討討討討するようするようするようするよう国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
エエエエ    土地土地土地土地にににに係係係係るるるる固定資固定資固定資固定資産産産産税税税税及及及及びびびび都市計都市計都市計都市計画税画税画税画税のののの税税税税額算出方法額算出方法額算出方法額算出方法についてはについてはについてはについては、、、、税税税税負負負負担担担担のののの公公公公
平平平平のののの観観観観点点点点からからからから負負負負担担担担調整措置等調整措置等調整措置等調整措置等がががが講講講講じられているがじられているがじられているがじられているが、、、、このことはこのことはこのことはこのことは納納納納税税税税者者者者にとってにとってにとってにとって理解理解理解理解
しにくいものとなっているしにくいものとなっているしにくいものとなっているしにくいものとなっている。。。。税税税税額計算額計算額計算額計算のののの簡素化簡素化簡素化簡素化をををを図図図図りりりり、納、納、納、納税税税税者者者者によりによりによりにより一層理解一層理解一層理解一層理解しやしやしやしや
すいすいすいすい税税税税額計算額計算額計算額計算のののの方法方法方法方法をををを検検検検討討討討されるようされるようされるようされるよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
オオオオ    国国国国のののの制度改正等制度改正等制度改正等制度改正等によるによるによるによる個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税のののの電算電算電算電算システムシステムシステムシステム改修改修改修改修はははは、膨大、膨大、膨大、膨大なななな経経経経費費費費をををを要要要要しししし、、、、
そのそのそのその経経経経費費費費のほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは各町村各町村各町村各町村のののの負負負負担担担担になっているになっているになっているになっている。。。。厳厳厳厳しいしいしいしい財政財政財政財政状状状状況況況況のののの中中中中でそのでそのでそのでその対応対応対応対応
にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しししし、、、、県県県県内内内内町村町村町村町村ではではではでは「神奈川「神奈川「神奈川「神奈川県県県県町村情報町村情報町村情報町村情報システムシステムシステムシステム共同事業組合」共同事業組合」共同事業組合」共同事業組合」をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、
情報情報情報情報システムのシステムのシステムのシステムの共同化共同化共同化共同化をををを図図図図るなどるなどるなどるなど経経経経費費費費のののの節減節減節減節減とととと業務業務業務業務のののの効効効効率化率化率化率化をををを目指目指目指目指しししし努力努力努力努力しているしているしているしている
ところであるところであるところであるところである。。。。    
    システムシステムシステムシステム運用運用運用運用にににに係係係係るるるる国国国国やややや県県県県のののの助成措置助成措置助成措置助成措置もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、そのそのそのその額額額額はははは決決決決してしてしてして充分充分充分充分とはとはとはとは言言言言ええええ
ずずずず、制度改正、制度改正、制度改正、制度改正のののの内内内内容容容容によってはによってはによってはによっては多大多大多大多大なななな経経経経費費費費がががが生生生生じじじじ、同組合、同組合、同組合、同組合へのへのへのへの負負負負担担担担金金金金としてとしてとしてとして町村町村町村町村にににに
はははは過重過重過重過重なななな負負負負担担担担となっていることからとなっていることからとなっていることからとなっていることから、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる適正適正適正適正なななな財政措置財政措置財政措置財政措置がなされるようがなされるようがなされるようがなされるよう引引引引きききき
続続続続きききき国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、、、、システムシステムシステムシステム改修改修改修改修にににに伴伴伴伴いいいい、恒久的、恒久的、恒久的、恒久的にににに発発発発生生生生するするするする情報情報情報情報伝伝伝伝達達達達にににに要要要要するするするする費用費用費用費用にににに関関関関してしてしてして
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もももも、財政措置、財政措置、財政措置、財政措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
カカカカ    旧旧旧旧郵政公社郵政公社郵政公社郵政公社がががが民民民民営営営営化化化化されたことによりされたことによりされたことによりされたことにより、市町村納付金、市町村納付金、市町村納付金、市町村納付金がががが廃廃廃廃止止止止されされされされ、固定資、固定資、固定資、固定資産産産産税税税税
及及及及びびびび都市計都市計都市計都市計画税画税画税画税としてとしてとしてとして納付納付納付納付されることとなったがされることとなったがされることとなったがされることとなったが、地方、地方、地方、地方税税税税法法法法のののの一部改正一部改正一部改正一部改正によりによりによりにより、郵、郵、郵、郵
便事業便事業便事業便事業㈱㈱㈱㈱及及及及びびびび郵便局郵便局郵便局郵便局㈱㈱㈱㈱所有所有所有所有のののの固定資固定資固定資固定資産産産産にににに係係係係るるるる課課課課税税税税についてはについてはについてはについては、平成、平成、平成、平成20202020年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成
24242424年度年度年度年度までのまでのまでのまでの課課課課税税税税標準標準標準標準をそのをそのをそのをその２分２分２分２分のののの１１１１とするとするとするとする特例措置特例措置特例措置特例措置がががが創設創設創設創設されたされたされたされた。今後、平成。今後、平成。今後、平成。今後、平成29292929
年９月末年９月末年９月末年９月末までのまでのまでのまでの完全民完全民完全民完全民営営営営化化化化というというというという解解解解釈釈釈釈によりによりによりにより、特例措置、特例措置、特例措置、特例措置がががが延長延長延長延長されるのではとのされるのではとのされるのではとのされるのではとの懸懸懸懸
念念念念があるがあるがあるがある。。。。    
    よってよってよってよって、課、課、課、課税税税税のののの公平公平公平公平のののの観観観観点点点点からからからから、平成、平成、平成、平成25252525年度以降年度以降年度以降年度以降のののの特例措置特例措置特例措置特例措置についてについてについてについて、延長、延長、延長、延長するするするする
ことのないようことのないようことのないようことのないよう国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
キキキキ    不動不動不動不動産産産産登記法第登記法第登記法第登記法第47474747条条条条にににに建物建物建物建物のののの表題登記表題登記表題登記表題登記のののの申請申請申請申請についてについてについてについて、及、及、及、及びびびび同法第同法第同法第同法第164164164164条条条条にににに過過過過
料料料料についてについてについてについて規定規定規定規定されているもののされているもののされているもののされているものの、家屋、家屋、家屋、家屋のののの未登記未登記未登記未登記がががが多多多多くくくく見受見受見受見受けられけられけられけられ、町村、町村、町村、町村におけるにおけるにおけるにおける
固定資固定資固定資固定資産産産産税税税税のののの賦課賦課賦課賦課にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているところであるしているところであるしているところであるしているところである。。。。    
    ついてはついてはついてはついては、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて建物建物建物建物のののの表題登記表題登記表題登記表題登記にににに係係係係るるるる指導等指導等指導等指導等のののの徹底徹底徹底徹底をするようをするようをするようをするよう要望要望要望要望するこするこするこするこ
とととと。。。。    
    
クククク    個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税のののの均等割均等割均等割均等割のののの非課非課非課非課税税税税限度額限度額限度額限度額についてはについてはについてはについては、町村、町村、町村、町村のののの条条条条例例例例でででで定定定定めるめるめるめる金額以下金額以下金額以下金額以下
であるであるであるである人人人人についてはについてはについてはについては、均等割、均等割、均等割、均等割がががが課課課課税税税税されないことになっているされないことになっているされないことになっているされないことになっている。。。。このこのこのこの「町村「町村「町村「町村のののの条条条条例例例例
でででで定定定定めるめるめるめる金額」金額」金額」金額」についてはについてはについてはについては、地方、地方、地方、地方税税税税法施行令及法施行令及法施行令及法施行令及びびびび同施行規則同施行規則同施行規則同施行規則でででで生活保護級地生活保護級地生活保護級地生活保護級地区区区区分分分分にににに
応応応応じてじてじてじて定定定定められているめられているめられているめられている一定一定一定一定のののの率率率率をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得たたたた金額金額金額金額をををを参参参参酌酌酌酌してしてしてして定定定定めることからめることからめることからめることから、均等、均等、均等、均等
割割割割のののの非課非課非課非課税税税税基準額基準額基準額基準額はははは、生活保護級地、生活保護級地、生活保護級地、生活保護級地区区区区分分分分にににに基基基基づきづきづきづき、町村、町村、町村、町村によりによりによりにより違違違違いがいがいがいが生生生生じているじているじているじている。。。。
同一同一同一同一のののの県県県県にににに居住居住居住居住しししし、同一、同一、同一、同一のののの所得所得所得所得であるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらずであるにもかかわらず、住、住、住、住んでいるんでいるんでいるんでいる町村町村町村町村のののの生活保護生活保護生活保護生活保護
級地級地級地級地区区区区分分分分にににに応応応応じじじじ、個人住民、個人住民、個人住民、個人住民税税税税がががが課課課課せられるせられるせられるせられる、課、課、課、課せられないというせられないというせられないというせられないという不公平不公平不公平不公平がががが生生生生じていじていじていじてい
るるるる。。。。県県県県民民民民税税税税のののの負負負負担担担担のののの公平性公平性公平性公平性というというというという観観観観点点点点からもからもからもからも問題問題問題問題があるのでがあるのでがあるのでがあるので、非課、非課、非課、非課税税税税限度額限度額限度額限度額についについについについ
てててて、全、全、全、全国国国国のののの町村町村町村町村がががが同一同一同一同一となるようにとなるようにとなるようにとなるように地方地方地方地方税税税税法法法法のののの改正等改正等改正等改正等もももも含含含含めめめめ国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。
（１級地（１級地（１級地（１級地でででで収収収収入金額入金額入金額入金額100100100100万万万万円円円円以下以下以下以下がががが非課非課非課非課税税税税、３級地、３級地、３級地、３級地でででで93939393万万万万円円円円以下以下以下以下がががが非課非課非課非課税税税税であであであであ
るるるる。）。）。）。）    
    
ケケケケ    法人町村民法人町村民法人町村民法人町村民税税税税のののの予定納予定納予定納予定納税税税税はははは、確定申告、確定申告、確定申告、確定申告によりによりによりにより法人法人法人法人税税税税割割割割がががが生生生生じなかったじなかったじなかったじなかった場合、予場合、予場合、予場合、予
定納定納定納定納税税税税したしたしたした税税税税額額額額をををを還付還付還付還付することになるすることになるすることになるすることになる。。。。そのそのそのその際、還付加算金際、還付加算金際、還付加算金際、還付加算金もももも合合合合わせてわせてわせてわせて計算計算計算計算してしてしてして還還還還
付付付付することとなっているすることとなっているすることとなっているすることとなっている。現在、。現在、。現在、。現在、このこのこのこの還付加算金還付加算金還付加算金還付加算金についてはについてはについてはについては、還付、還付、還付、還付するするするする金額金額金額金額にににに年年年年
7.37.37.37.3％（％（％（％（当当当当分分分分のののの間、前年間、前年間、前年間、前年のののの11111111月月月月30303030日日日日経経経経過時過時過時過時におけるにおけるにおけるにおける日本銀行法日本銀行法日本銀行法日本銀行法によりによりによりにより定定定定められるめられるめられるめられる商商商商
業手形業手形業手形業手形のののの基準割引率基準割引率基準割引率基準割引率にににに年４％年４％年４％年４％をををを加算加算加算加算したしたしたした割合割合割合割合がががが年年年年7.37.37.37.3％％％％にににに満満満満たないたないたないたない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当当当当該該該該
商業手形商業手形商業手形商業手形のののの基準割引率基準割引率基準割引率基準割引率にににに年４％年４％年４％年４％をををを加算加算加算加算したしたしたした割合）割合）割合）割合）のののの割合割合割合割合をををを乗乗乗乗じてじてじてじて計算計算計算計算したしたしたした金額金額金額金額となとなとなとな
っているっているっているっている。。。。このこのこのこの割合（現在割合（現在割合（現在割合（現在はははは、年、年、年、年4.34.34.34.3％）％）％）％）というのはというのはというのはというのは、金融機、金融機、金融機、金融機関関関関のののの普通預金普通預金普通預金普通預金やややや定期定期定期定期
預金預金預金預金のののの金利金利金利金利よりもよりもよりもよりも高高高高くくくく、法人、法人、法人、法人にとってはにとってはにとってはにとっては、高金利、高金利、高金利、高金利ではあるがではあるがではあるがではあるが、町村、町村、町村、町村にとってはにとってはにとってはにとっては高負高負高負高負
担担担担であるのでであるのでであるのでであるので、地方、地方、地方、地方税税税税法法法法をををを改正改正改正改正するようするようするようするよう国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
ココココ    個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税はははは所得所得所得所得税税税税とととと異異異異なりなりなりなり翌年課翌年課翌年課翌年課税税税税となっているとなっているとなっているとなっている。。。。そのためそのためそのためそのため、所得、所得、所得、所得のののの発発発発生年生年生年生年
とそれにとそれにとそれにとそれに係係係係るるるる所得割額所得割額所得割額所得割額のののの課課課課税税税税年年年年にににに１年１年１年１年のズレがのズレがのズレがのズレが生生生生じておりじておりじておりじており、課、課、課、課税税税税時時時時点点点点のののの負負負負担担担担能力能力能力能力にににに
合致合致合致合致しているとはしているとはしているとはしているとは思思思思えないえないえないえない。特。特。特。特にににに、昨今、昨今、昨今、昨今のののの経済状経済状経済状経済状態態態態ではではではでは雇用雇用雇用雇用のののの不安定要素不安定要素不安定要素不安定要素もありもありもありもあり、、、、
徴収徴収徴収徴収のののの面面面面でででで大大大大変変変変苦苦苦苦労労労労しているところであるしているところであるしているところであるしているところである。。。。    
    よってよってよってよって、所得、所得、所得、所得税税税税とととと同同同同様様様様にににに現年課現年課現年課現年課税税税税とするようとするようとするようとするよう国国国国へへへへ要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
ササササ    公的年金公的年金公的年金公的年金にににに係係係係るるるる特別特別特別特別徴収徴収徴収徴収についてについてについてについて、現在、現在、現在、現在のののの制度制度制度制度はははは年度途中年度途中年度途中年度途中でのでのでのでの税税税税額修正額修正額修正額修正がががが出出出出来来来来
ないないないない。。。。またまたまたまた、年金所得以外、年金所得以外、年金所得以外、年金所得以外のののの所得所得所得所得がががが合算出合算出合算出合算出来来来来ないためないためないためないため、事務、事務、事務、事務がががが複複複複雑雑雑雑になりになりになりになり納納納納税税税税者者者者へへへへ
のののの説説説説明明明明がががが困難困難困難困難でででで理解理解理解理解がががが得得得得にくいにくいにくいにくい。今後、制度。今後、制度。今後、制度。今後、制度のののの見直見直見直見直しをするようしをするようしをするようしをするよう国国国国へへへへ要望要望要望要望するこするこするこするこ
とととと。。。。    
    
シシシシ    現在、個人住民現在、個人住民現在、個人住民現在、個人住民税税税税のののの特別特別特別特別徴収徴収徴収徴収についてはについてはについてはについては、高、高、高、高いいいい収収収収納率納率納率納率のののの確保確保確保確保がががが可能可能可能可能であることであることであることであること
からからからから、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川県県県県でもでもでもでも本年度、推進用本年度、推進用本年度、推進用本年度、推進用のパンフレットをのパンフレットをのパンフレットをのパンフレットを作成作成作成作成しししし、、、、これをこれをこれをこれを市町村市町村市町村市町村においにおいにおいにおい
てててて特別特別特別特別徴収徴収徴収徴収未未未未実実実実施施施施のののの事業所事業所事業所事業所へへへへ配布配布配布配布しししし、、、、そのそのそのその徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに収収収収納率納率納率納率のののの向上向上向上向上にににに努努努努めめめめ
ているところであるているところであるているところであるているところである。。。。    
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    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、事業所、事業所、事業所、事業所ではではではでは経経経経理理理理担担担担当当当当者者者者のののの事務量事務量事務量事務量がががが増増増増加加加加するなどのするなどのするなどのするなどの理由理由理由理由からからからから協力協力協力協力がががが
得得得得られないのがられないのがられないのがられないのが実実実実情情情情であるであるであるである。。。。またまたまたまた、市町村、市町村、市町村、市町村単独単独単独単独でででで推進推進推進推進してもしてもしてもしても他市町村他市町村他市町村他市町村内内内内にあるにあるにあるにある事業事業事業事業
所所所所にににに勤務勤務勤務勤務するするするする住民住民住民住民もももも多多多多くくくく、各町村管、各町村管、各町村管、各町村管内内内内でのでのでのでの推進推進推進推進にはにはにはには限度限度限度限度があるがあるがあるがある。。。。    
    以上以上以上以上のようにのようにのようにのように、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川県県県県及及及及びびびび県県県県内内内内市町村市町村市町村市町村でででで共共共共にににに努力努力努力努力しているところではあるがしているところではあるがしているところではあるがしているところではあるが、、、、
国国国国としてとしてとしてとして広広広広報等報等報等報等のののの支援支援支援支援・・・・協力協力協力協力にににに力力力力をををを入入入入れるようれるようれるようれるよう要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
スススス    固定資固定資固定資固定資産産産産税税税税におけるにおけるにおけるにおける用途用途用途用途変変変変更宅地及更宅地及更宅地及更宅地及びびびび類似用途類似用途類似用途類似用途変変変変更宅地等更宅地等更宅地等更宅地等のののの前年度課前年度課前年度課前年度課税税税税標準額標準額標準額標準額
のののの平均負平均負平均負平均負担担担担水準方式水準方式水準方式水準方式はははは、３年、３年、３年、３年ごとのごとのごとのごとの評評評評価価価価替時替時替時替時にににに、地方、地方、地方、地方税税税税法附則法附則法附則法附則をををを改正改正改正改正しししし平均負平均負平均負平均負担担担担水水水水
準方式準方式準方式準方式をををを継続継続継続継続されてきたがされてきたがされてきたがされてきたが、平均負、平均負、平均負、平均負担担担担水準方式水準方式水準方式水準方式をををを採用採用採用採用しているしているしているしている団団団団体体体体はははは県県県県内内内内ではではではでは４市４市４市４市
町程度町程度町程度町程度でありでありでありであり、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの市町村市町村市町村市町村がこれをがこれをがこれをがこれを採用採用採用採用していないしていないしていないしていない。。。。    
    このためこのためこのためこのため、平均負、平均負、平均負、平均負担担担担水準方式水準方式水準方式水準方式をををを採用採用採用採用するするするする場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその団団団団体体体体がががが条条条条例例例例をををを整備整備整備整備してしてしてして適用適用適用適用
すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、採用、採用、採用、採用しないしないしないしない市町村市町村市町村市町村がががが地方地方地方地方税税税税法附則法附則法附則法附則によりによりによりにより、、、、条条条条例例例例でででで適用適用適用適用しないものとしないものとしないものとしないものと
しなければならないのはしなければならないのはしなければならないのはしなければならないのは極極極極めてめてめてめて不合理不合理不合理不合理であることからであることからであることからであることから、、、、実実実実情情情情にににに即即即即したしたしたした地方地方地方地方税税税税法法法法のののの見見見見
直直直直しをしをしをしを要望要望要望要望することすることすることすること。。。。    
    
セセセセ    制度改正制度改正制度改正制度改正にににに伴伴伴伴うシステムうシステムうシステムうシステム改修費改修費改修費改修費はははは、、、、徴収徴収徴収徴収取扱費取扱費取扱費取扱費にににに算定上含算定上含算定上含算定上含まれているとのことまれているとのことまれているとのことまれているとのこと
であるがであるがであるがであるが、納、納、納、納税税税税者者者者数数数数にににに比例比例比例比例してしてしてして経経経経費費費費がかかるわけでもなくがかかるわけでもなくがかかるわけでもなくがかかるわけでもなく、改正、改正、改正、改正内内内内容容容容によってはによってはによってはによっては膨膨膨膨
大大大大なななな経経経経費費費費になるになるになるになる場合場合場合場合もありもありもありもあり、、、、そのそのそのその経経経経費費費費はははは町村町村町村町村のののの財政運財政運財政運財政運営営営営のののの大大大大きなきなきなきな圧圧圧圧迫要因迫要因迫要因迫要因となってとなってとなってとなって
いるいるいるいる。。。。    
個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税のののの４割４割４割４割はははは県県県県民民民民税税税税であることをであることをであることをであることを踏踏踏踏まえまえまえまえ、恒久的、恒久的、恒久的、恒久的にににに発発発発生生生生するするするする町村町村町村町村のシステムのシステムのシステムのシステム
改修費改修費改修費改修費やややや年金年金年金年金のののの特別特別特別特別徴収徴収徴収徴収導入導入導入導入にににに伴伴伴伴うううう（社）地方（社）地方（社）地方（社）地方税税税税電子化協議電子化協議電子化協議電子化協議会会会会にににに対対対対するするするする事務運事務運事務運事務運営営営営費費費費
やシステムやシステムやシステムやシステム運用運用運用運用関関関関係費係費係費係費・・・・ＡＳＰ費用等ＡＳＰ費用等ＡＳＰ費用等ＡＳＰ費用等についてについてについてについて、、、、県県県県がががが適正適正適正適正かつかつかつかつ応応応応分分分分のののの負負負負担担担担をするをするをするをする施施施施
策策策策をををを早急早急早急早急にににに検検検検討討討討しししし実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
    
ソソソソ    地方地方地方地方税税税税法法法法ではではではでは、所得、所得、所得、所得税税税税をををを源泉源泉源泉源泉徴収徴収徴収徴収しているしているしているしている事業者事業者事業者事業者はははは、、、、従従従従業員業員業員業員のののの住民住民住民住民税税税税をををを特別特別特別特別徴徴徴徴
収収収収することとなっているがすることとなっているがすることとなっているがすることとなっているが、罰則規定、罰則規定、罰則規定、罰則規定がないためがないためがないためがないため実実実実施施施施していないしていないしていないしていない事業者事業者事業者事業者がががが多多多多くくくく、、、、実実実実
施事業者施事業者施事業者施事業者でもパートでもパートでもパートでもパート従従従従業員等業員等業員等業員等のののの非正規非正規非正規非正規労働労働労働労働者者者者のののの多多多多くをくをくをくを普通普通普通普通徴収徴収徴収徴収としとしとしとし、年間４回、年間４回、年間４回、年間４回のののの納納納納
付付付付となっているのがとなっているのがとなっているのがとなっているのが現現現現状状状状であるであるであるである。。。。    
    またまたまたまた、普通、普通、普通、普通徴収徴収徴収徴収ではではではでは１回１回１回１回のののの納付額納付額納付額納付額もももも多額多額多額多額となりとなりとなりとなり、納、納、納、納税税税税者者者者のののの負負負負担担担担がががが大大大大きくきくきくきく、昨今、昨今、昨今、昨今のののの
不景不景不景不景気気気気もももも重重重重なってなってなってなって滞滞滞滞納件納件納件納件数数数数がががが増増増増加加加加しししし、、、、徴収徴収徴収徴収のののの面面面面からもからもからもからも大大大大変変変変苦慮苦慮苦慮苦慮しているところであしているところであしているところであしているところであ
るるるる。。。。    
収収収収納率向上納率向上納率向上納率向上のためにはのためにはのためにはのためには、特別、特別、特別、特別徴収徴収徴収徴収義務者義務者義務者義務者をををを増増増増やすことがやすことがやすことがやすことが重要重要重要重要であるとであるとであるとであると考考考考えられるえられるえられるえられる
がががが、一自治体、一自治体、一自治体、一自治体だけではだけではだけではだけでは周知周知周知周知・・・・理解理解理解理解をををを得得得得ることはることはることはることは困難困難困難困難なななな状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。。。。    
    ついてはついてはついてはついては、個人住民、個人住民、個人住民、個人住民税税税税のののの特別特別特別特別徴収徴収徴収徴収制度制度制度制度についてについてについてについて県県県県内内内内自治体自治体自治体自治体でのでのでのでの完全完全完全完全実実実実施施施施にににに向向向向けけけけ
てててて、、、、県県県県としてとしてとしてとして主導主導主導主導することすることすることすること。。。。    
    
タタタタ    個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税についてはについてはについてはについては、所得、所得、所得、所得税税税税からからからから個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税へのへのへのへの税税税税源移源移源移源移譲譲譲譲後、町村後、町村後、町村後、町村のののの税収税収税収税収がががが
拡拡拡拡大大大大するするするする一方、一方、一方、一方、収収収収入未入未入未入未済済済済額額額額もももも増増増増加加加加しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその圧圧圧圧縮縮縮縮がががが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
    こうしたこうしたこうしたこうした中、神奈川中、神奈川中、神奈川中、神奈川県県県県でででで平成平成平成平成19191919年度年度年度年度からからからから実実実実施施施施されているされているされているされている、町村、町村、町村、町村へのへのへのへの県県県県税税税税務職員短務職員短務職員短務職員短
期派遣制度期派遣制度期派遣制度期派遣制度はははは、高度、高度、高度、高度なななな専専専専門知識門知識門知識門知識とととと豊富豊富豊富豊富なななな経験経験経験経験をををを有有有有するするするする県県県県税税税税務職員務職員務職員務職員がががが、町村、町村、町村、町村のののの併併併併任職任職任職任職
員員員員としてとしてとしてとして、高額、高額、高額、高額滞滞滞滞納者納者納者納者やややや困難困難困難困難なななな事案等事案等事案等事案等にににに対対対対しししし積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    
    このこのこのこの制度制度制度制度はははは、、、、収収収収納率向上納率向上納率向上納率向上とととと町村自主財源確保町村自主財源確保町村自主財源確保町村自主財源確保にににに多大多大多大多大なななな効効効効果果果果をををを上上上上げているほかげているほかげているほかげているほか、町、町、町、町
村村村村税税税税務職員務職員務職員務職員のののの意識高揚、町村意識高揚、町村意識高揚、町村意識高揚、町村税税税税務行政全体務行政全体務行政全体務行政全体のレベルアップにのレベルアップにのレベルアップにのレベルアップに非常非常非常非常にににに高高高高くくくく貢貢貢貢献献献献していしていしていしてい
るところであるるところであるるところであるるところである。。。。    
    ついてはついてはついてはついては、平成、平成、平成、平成25252525年度以降年度以降年度以降年度以降についてもについてもについてもについても、、、、県県県県税税税税務職員短期派遣制度務職員短期派遣制度務職員短期派遣制度務職員短期派遣制度のののの継続継続継続継続をををを引引引引きききき続続続続
きききき実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    

((((2)2)2)2)水道企業債水道企業債水道企業債水道企業債にににに対対対対するするするする財政優遇措置財政優遇措置財政優遇措置財政優遇措置についてについてについてについて    

    水道事業水道事業水道事業水道事業においてはにおいてはにおいてはにおいては、近年、近年、近年、近年のののの鉛管問題、鉛管問題、鉛管問題、鉛管問題、クリプトスポリジウムなどのクリプトスポリジウムなどのクリプトスポリジウムなどのクリプトスポリジウムなどの問題問題問題問題へのへのへのへの対対対対
応応応応、、、、さらにはさらにはさらにはさらには老朽管老朽管老朽管老朽管のののの布設替布設替布設替布設替えなどえなどえなどえなど、、、、よりよりよりより安全安全安全安全でででで良質良質良質良質なななな水道水水道水水道水水道水をををを将来将来将来将来にわたりにわたりにわたりにわたり安定安定安定安定
的的的的にににに供給供給供給供給できるできるできるできる施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを進進進進めてめてめてめて行行行行くくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。しかししかししかししかし、、、、これにこれにこれにこれに要要要要するするするする巨巨巨巨
額額額額なななな資金資金資金資金はははは、、、、ほとんどをほとんどをほとんどをほとんどを企業債企業債企業債企業債にににに頼頼頼頼るためるためるためるため、財政面、財政面、財政面、財政面ではではではでは企業債元利償還金企業債元利償還金企業債元利償還金企業債元利償還金がががが年年年年々増々増々増々増
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加加加加してしてしてして大大大大きなきなきなきな負負負負担担担担となりとなりとなりとなり、、、、経営状経営状経営状経営状況況況況のののの悪悪悪悪化、化、化、化、ひいてはひいてはひいてはひいては水道料金水道料金水道料金水道料金のののの値値値値上上上上げをげをげをげを助長助長助長助長するするするする
ことがことがことがことが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、水道事業、水道事業、水道事業、水道事業のののの財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化をよりをよりをよりをより一層一層一層一層図図図図るためるためるためるため、次、次、次、次のののの措置措置措置措置をををを講講講講ずるよずるよずるよずるよ
うううう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    
アアアア    政府資金及政府資金及政府資金及政府資金及びびびび地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体金融機構資金体金融機構資金体金融機構資金体金融機構資金についてについてについてについて、貸付利率、貸付利率、貸付利率、貸付利率のののの引下引下引下引下げげげげ、償還年、償還年、償還年、償還年
限限限限のののの延長延長延長延長などなどなどなど、、、、発発発発行行行行条条条条件件件件のののの緩和緩和緩和緩和をををを図図図図ることることることること。。。。    
    
イイイイ    高料金高料金高料金高料金対対対対策借換債策借換債策借換債策借換債のののの条条条条件件件件をををを緩和緩和緩和緩和するとともにするとともにするとともにするとともに、政府資金、政府資金、政府資金、政府資金についてもそのについてもそのについてもそのについてもその対対対対象象象象とととと
することすることすることすること。。。。    

((((3)3)3)3)市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤強強強強化化化化総総総総合補助金合補助金合補助金合補助金のののの充充充充実実実実についてについてについてについて    

    当当当当補助金補助金補助金補助金はははは、、、、抜抜抜抜本的本的本的本的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを経経経経てててて平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月1111日日日日からからからから市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤市町村自治基盤強強強強化化化化総総総総合合合合
補助金補助金補助金補助金としてとしてとしてとして創設創設創設創設されましたされましたされましたされました。。。。    
    そのそのそのその中中中中でででで、生活道路、生活道路、生活道路、生活道路やややや集集集集会会会会施設施設施設施設といったといったといったといった地域住民地域住民地域住民地域住民にににに身近身近身近身近なななな生活生活生活生活関関関関連施設連施設連施設連施設についてについてについてについて
はははは、、、、広広広広域的域的域的域的なななな地域課題地域課題地域課題地域課題のののの解決解決解決解決にににに資資資資するするするする事業事業事業事業へシフトされたこともありへシフトされたこともありへシフトされたこともありへシフトされたこともあり、補助、補助、補助、補助対対対対象象象象がががが
縮小縮小縮小縮小していますしていますしていますしています。。。。これらはまだまだこれらはまだまだこれらはまだまだこれらはまだまだ整備整備整備整備がががが不十分不十分不十分不十分であることからもであることからもであることからもであることからも、生活、生活、生活、生活関関関関連施設連施設連施設連施設
整備事業整備事業整備事業整備事業についてはについてはについてはについては個別市町村個別市町村個別市町村個別市町村であってもであってもであってもであっても補助補助補助補助対対対対象象象象としてとしてとしてとして十分十分十分十分なななな財源財源財源財源をををを確保確保確保確保するよするよするよするよ
うううう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((4)4)4)4)ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生特別基金事業等雇用再生特別基金事業等雇用再生特別基金事業等雇用再生特別基金事業等のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

    平成平成平成平成23232323年３月年３月年３月年３月11111111日日日日にににに発発発発生生生生したしたしたした東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震のののの影響影響影響影響によるによるによるによる雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢悪悪悪悪化化化化のののの
長期化長期化長期化長期化がががが懸念懸念懸念懸念されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災によるによるによるによる被災者被災者被災者被災者につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、避難先、避難先、避難先、避難先
でのでのでのでの仕事仕事仕事仕事がなくがなくがなくがなく、不安、不安、不安、不安なななな日日日日々々々々をををを過過過過ごしているところですごしているところですごしているところですごしているところです。。。。しかししかししかししかし、震災、震災、震災、震災のののの影響影響影響影響によによによによ
りりりり雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢悪悪悪悪化化化化のののの長期化長期化長期化長期化がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる中中中中におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、企業努力、企業努力、企業努力、企業努力のみではのみではのみではのみでは雇用雇用雇用雇用がががが
促進促進促進促進されることはされることはされることはされることは考考考考えにくいえにくいえにくいえにくい状状状状況況況況であるとであるとであるとであると言言言言わざるをえませんわざるをえませんわざるをえませんわざるをえません。。。。    
    一方、地方自治体一方、地方自治体一方、地方自治体一方、地方自治体をみましてもをみましてもをみましてもをみましても、、、、税収税収税収税収のののの減等減等減等減等によるによるによるによる厳厳厳厳しいしいしいしい財政財政財政財政状状状状況況況況のののの中、例中、例中、例中、例ええええ
ばばばば、公共事業、公共事業、公共事業、公共事業をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行うことうことうことうこと等等等等によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出はははは難難難難しいのがしいのがしいのがしいのが現現現現状状状状ですですですです。。。。    
    そこでそこでそこでそこで、、、、県県県県におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、国国国国のののの施策施策施策施策であるであるであるである「雇用創出「雇用創出「雇用創出「雇用創出のののの基金基金基金基金によるによるによるによる事業」事業」事業」事業」のののの
要件緩和要件緩和要件緩和要件緩和などによるなどによるなどによるなどによる弾弾弾弾力的力的力的力的なななな活用活用活用活用がががが可能可能可能可能となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、またまたまたまた、事業期間、事業期間、事業期間、事業期間がががが延長延長延長延長されるされるされるされる
ようようようよう国国国国にににに働働働働きかけていただききかけていただききかけていただききかけていただき、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進にににに取取取取りりりり組組組組まれるようまれるようまれるようまれるよう強強強強くくくく要望要望要望要望しししし
ますますますます。。。。    

((((5)5)5)5)地方議地方議地方議地方議会会会会議員年金制度議員年金制度議員年金制度議員年金制度のののの廃廃廃廃止止止止にににに伴伴伴伴うううう予算措置予算措置予算措置予算措置についてについてについてについて    

    地方議地方議地方議地方議会会会会議員年金制度議員年金制度議員年金制度議員年金制度はははは、、、、国国国国策策策策としてとしてとしてとして行行行行われたわれたわれたわれた先先先先のののの「平成「平成「平成「平成のののの大合大合大合大合併併併併」」」」によりによりによりにより町村町村町村町村
数数数数とととと町村議町村議町村議町村議会会会会議員議員議員議員数数数数がががが激減激減激減激減したためにしたためにしたためにしたために、平成、平成、平成、平成23232323年６月１日年６月１日年６月１日年６月１日をもってをもってをもってをもって廃廃廃廃止止止止となったとなったとなったとなった
がががが、、、、廃廃廃廃止止止止にににに伴伴伴伴うううう経経経経過措置過措置過措置過措置としてとしてとしてとして給付給付給付給付にににに要要要要するするするする費用費用費用費用のののの配分配分配分配分はははは普通交付普通交付普通交付普通交付税税税税措置措置措置措置のためのためのためのため、、、、
不交付不交付不交付不交付団団団団体体体体はははは、多額、多額、多額、多額のののの負負負負担担担担をををを負負負負うことになりますうことになりますうことになりますうことになります。。。。    
    国国国国はははは、普通交付、普通交付、普通交付、普通交付税税税税措置措置措置措置によるのではなくによるのではなくによるのではなくによるのではなく、特別、特別、特別、特別なななな交付金交付金交付金交付金としてとしてとしてとして全地方全地方全地方全地方団団団団体体体体がががが等等等等しししし
くくくく確確確確実実実実なななな財源措置財源措置財源措置財源措置となるようとなるようとなるようとなるよう国国国国へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
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2 2 2 2 地域情報化施策地域情報化施策地域情報化施策地域情報化施策のののの推進推進推進推進    
        

((((1)1)1)1)地上波放送地上波放送地上波放送地上波放送デジタルデジタルデジタルデジタル化化化化にににに伴伴伴伴うテレビうテレビうテレビうテレビ共同受信施設事業共同受信施設事業共同受信施設事業共同受信施設事業にににに対対対対するするするする支援措支援措支援措支援措
置置置置についてについてについてについて    

    町村町村町村町村のののの一部一部一部一部のののの地域地域地域地域ではではではでは、山間部特有、山間部特有、山間部特有、山間部特有のののの複複複複雑雑雑雑なななな地形地形地形地形のためのためのためのため、、、、テレビテレビテレビテレビ電波電波電波電波がががが良好良好良好良好にににに受受受受
信信信信できるできるできるできる地域地域地域地域とととと異異異異なりなりなりなり、、、、テレビテレビテレビテレビ共同受信施設共同受信施設共同受信施設共同受信施設によりによりによりにより地上波地上波地上波地上波テレビテレビテレビテレビ放送放送放送放送をををを受信受信受信受信しししし、、、、まままま
たたたた、個別、個別、個別、個別アンテナアンテナアンテナアンテナ受信者受信者受信者受信者もももも劣劣劣劣悪悪悪悪なななな環境環境環境環境でででで受信受信受信受信していますしていますしていますしています。。。。    
    平成平成平成平成23232323年（年（年（年（2011201120112011年）年）年）年）のののの地上波地上波地上波地上波デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送へのへのへのへの完全移行完全移行完全移行完全移行にににに伴伴伴伴いいいい、地上、地上、地上、地上デジタルデジタルデジタルデジタル放放放放
送送送送のののの受信受信受信受信エリアはエリアはエリアはエリアは拡拡拡拡大大大大されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、エリアエリアエリアエリア外外外外のテレビのテレビのテレビのテレビ共同受信施設共同受信施設共同受信施設共同受信施設やエリアやエリアやエリアやエリア内内内内でででで
あってもあってもあってもあっても受信不可能受信不可能受信不可能受信不可能なななな箇所箇所箇所箇所がががが取取取取りりりり残残残残されるされるされるされる事例事例事例事例がありがありがありがあり、共同受信施設事業、共同受信施設事業、共同受信施設事業、共同受信施設事業のののの重要性重要性重要性重要性
はさらにはさらにはさらにはさらに増増増増すこととすこととすこととすことと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    
    このためこのためこのためこのため、中、中、中、中にはにはにはには加入者加入者加入者加入者がががが減少減少減少減少してもしてもしてもしても規模規模規模規模をををを縮小縮小縮小縮小してしてしてして存存存存続続続続せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない共同受共同受共同受共同受
信施設信施設信施設信施設がががが生生生生じることがじることがじることがじることが懸念懸念懸念懸念されされされされ、共同受信施設、共同受信施設、共同受信施設、共同受信施設のすべてがデジタルのすべてがデジタルのすべてがデジタルのすべてがデジタル化化化化にににに対応対応対応対応するたするたするたするた
めのめのめのめの設備更改等設備更改等設備更改等設備更改等にかかるとにかかるとにかかるとにかかると想定想定想定想定されるされるされるされる費用費用費用費用はははは、小規模、小規模、小規模、小規模なななな事業者事業者事業者事業者のののの重重重重いいいい負負負負担担担担となることなることなることなるこ
とがとがとがとが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    
    国国国国ではではではでは平成平成平成平成20202020年度年度年度年度にににに「「「「辺辺辺辺地共地共地共地共聴聴聴聴施設整備事業補助金」施設整備事業補助金」施設整備事業補助金」施設整備事業補助金」のののの交付交付交付交付をををを決定決定決定決定していますしていますしていますしています
がががが、、、、国国国国のののの負負負負担担担担額額額額はははは補助補助補助補助対対対対象象象象経経経経費費費費のののの１１１１////２２２２でありでありでありであり、、、、またまたまたまた、共同受信施設、共同受信施設、共同受信施設、共同受信施設をををを利用利用利用利用していしていしていしてい
るるるる地域地域地域地域はははは新新新新たなたなたなたな難視難視難視難視聴聴聴聴地域地域地域地域にににに該該該該当当当当しないためしないためしないためしないため、、、、このこのこのこの補助金補助金補助金補助金をををを申請申請申請申請してもしてもしてもしても事業者事業者事業者事業者のののの負負負負
担担担担はははは決決決決してしてしてして少少少少なくならないとなくならないとなくならないとなくならないと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、山間部町村等、山間部町村等、山間部町村等、山間部町村等のののの条条条条件不利地域件不利地域件不利地域件不利地域のテレビのテレビのテレビのテレビ共同受信施設事業共同受信施設事業共同受信施設事業共同受信施設事業にににに対対対対するするするする
国国国国によるによるによるによる負負負負担担担担措置措置措置措置をををを、補助、補助、補助、補助対対対対象象象象経経経経費費費費のののの満満満満額額額額とされるようとされるようとされるようとされるよう国国国国へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    

((((2)2)2)2)携携携携帯帯帯帯電話電波塔設置電話電波塔設置電話電波塔設置電話電波塔設置のののの促進促進促進促進についてについてについてについて    

    町村部町村部町村部町村部のののの山間地域山間地域山間地域山間地域はそのはそのはそのはその大部分大部分大部分大部分がががが山林山林山林山林でででで、自然豊、自然豊、自然豊、自然豊なななな地域地域地域地域であることからであることからであることからであることから、昨今、、昨今、、昨今、、昨今、
自然回自然回自然回自然回帰帰帰帰志向志向志向志向などをなどをなどをなどを背景背景背景背景にににに観観観観光客光客光客光客やややや登山客登山客登山客登山客などがなどがなどがなどが増増増増加加加加しているしているしているしている状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの安全安心安全安心安全安心安全安心のののの確保確保確保確保はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、広広広広くくくく観観観観光客等光客等光客等光客等のののの緊急時緊急時緊急時緊急時のののの
連絡連絡連絡連絡のためのためのためのため、各企業、各企業、各企業、各企業のののの携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話アンテナアンテナアンテナアンテナ基地局基地局基地局基地局のののの増増増増設設設設についてはについてはについてはについては、、、、県県県県立自然公園立自然公園立自然公園立自然公園やややや
国国国国定公園定公園定公園定公園をををを管理管理管理管理するするするする県県県県でででで積極的積極的積極的積極的にににに対応対応対応対応していただくとともにしていただくとともにしていただくとともにしていただくとともに、山間地域、山間地域、山間地域、山間地域のののの景景景景観観観観保持保持保持保持
とととと各企業各企業各企業各企業のカバーエリアがのカバーエリアがのカバーエリアがのカバーエリアが統一的統一的統一的統一的にににに拡拡拡拡大大大大されるようされるようされるようされるよう、各企業、各企業、各企業、各企業のアンテナがのアンテナがのアンテナがのアンテナが共架共架共架共架できできできでき
るるるる電波塔電波塔電波塔電波塔のののの設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、県県県県でででで取取取取りりりり組組組組んでいただくようんでいただくようんでいただくようんでいただくよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((3)3)3)3)戸戸戸戸籍籍籍籍コンピュータのコンピュータのコンピュータのコンピュータの維持管理維持管理維持管理維持管理にかかるにかかるにかかるにかかる財源措置財源措置財源措置財源措置についてについてについてについて    

    住民住民住民住民やややや利用者利用者利用者利用者へのへのへのへの行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上とととと事務事務事務事務のののの改善改善改善改善をををを図図図図るためるためるためるため、町村、町村、町村、町村ではではではでは戸戸戸戸籍籍籍籍のののの
電子化電子化電子化電子化をををを進進進進めていますがめていますがめていますがめていますが、導入後、導入後、導入後、導入後のランニングコストについてのランニングコストについてのランニングコストについてのランニングコストについて、大、大、大、大きなきなきなきな財政負財政負財政負財政負担担担担をををを
強強強強いられていますいられていますいられていますいられています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、ランニングコストランニングコストランニングコストランニングコスト及及及及びソフトのびソフトのびソフトのびソフトの更新更新更新更新にににに要要要要するするするする費用等費用等費用等費用等をををを含含含含めためためためた運運運運営営営営
経経経経費費費費にににに対対対対しししし、適切、適切、適切、適切なななな財政措置財政措置財政措置財政措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう、、、、国国国国へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
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3 3 3 3 自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全及保全及保全及保全及びびびび農林業振興農林業振興農林業振興農林業振興対対対対策策策策のののの推進推進推進推進    
        

((((1)1)1)1)有害鳥有害鳥有害鳥有害鳥獣対獣対獣対獣対策策策策のののの強強強強化充化充化充化充実実実実についてについてについてについて    

    有害鳥有害鳥有害鳥有害鳥獣対獣対獣対獣対策策策策についてはについてはについてはについては、町村、町村、町村、町村においてもにおいてもにおいてもにおいても有害鳥有害鳥有害鳥有害鳥獣獣獣獣捕獲捕獲捕獲捕獲のののの実実実実施、施、施、施、猟区猟区猟区猟区設定等設定等設定等設定等をををを積積積積
極的極的極的極的にににに実実実実施施施施していますがしていますがしていますがしていますが、野猿、鹿、、野猿、鹿、、野猿、鹿、、野猿、鹿、イノシシイノシシイノシシイノシシ等等等等によるによるによるによる農作物農作物農作物農作物へのへのへのへの被害被害被害被害はははは一向一向一向一向にににに減減減減
っておらずっておらずっておらずっておらず、個体、個体、個体、個体数数数数もももも増増増増加加加加していますしていますしていますしています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、現在、現在、現在、現在のののの施策施策施策施策のののの効効効効果果果果をよくをよくをよくをよく見極見極見極見極めめめめ、野猿、鹿、野猿、鹿、野猿、鹿、野猿、鹿のののの個体個体個体個体数数数数のののの適正管理適正管理適正管理適正管理対対対対
策策策策やややや現行現行現行現行のののの補助事業補助事業補助事業補助事業のののの強強強強化化化化などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに合合合合ったったったった総総総総合的合的合的合的かつかつかつかつ実効実効実効実効性性性性のあるのあるのあるのある対対対対策策策策
をををを講講講講ずるためずるためずるためずるため、次、次、次、次のののの事項事項事項事項をををを実実実実現現現現するようするようするようするよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    
アアアア    野猿被害野猿被害野猿被害野猿被害対対対対策策策策についてはについてはについてはについては神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県第３次第３次第３次第３次ニホンザルニホンザルニホンザルニホンザル保護管理計保護管理計保護管理計保護管理計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき、追、追、追、追
いいいい払払払払いをいをいをいを中心中心中心中心にににに実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。しかししかししかししかし現行計現行計現行計現行計画画画画ではではではでは、捕獲許可、捕獲許可、捕獲許可、捕獲許可権権権権限限限限はははは県県県県にあるものにあるものにあるものにあるもの
のののの、被害、被害、被害、被害対対対対策策策策はあくまではあくまではあくまではあくまで市町村市町村市町村市町村単単単単位位位位でででで実実実実施施施施するものとされているためするものとされているためするものとされているためするものとされているため、自治体間相、自治体間相、自治体間相、自治体間相
互互互互でのでのでのでの追追追追いいいい払払払払いによりいによりいによりいにより群群群群れがれがれがれが市街地市街地市街地市街地にににに定住定住定住定住するするするする形形形形となりとなりとなりとなり、目指、目指、目指、目指すすすす棲棲棲棲みみみみ分分分分けではなけではなけではなけではな
くくくく、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民がががが恒常的恒常的恒常的恒常的にににに被害被害被害被害をををを被被被被るるるる状状状状況況況況になっているになっているになっているになっている。。。。これではこれではこれではこれでは、群捕獲、群捕獲、群捕獲、群捕獲やややや追追追追いいいい上上上上
げによるげによるげによるげによる徹底徹底徹底徹底したしたしたした適正管理施策適正管理施策適正管理施策適正管理施策はははは、、、、実実実実現可能性現可能性現可能性現可能性がががが全全全全くないとくないとくないとくないと言言言言えるえるえるえる。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、市街地、市街地、市街地、市街地やややや農地農地農地農地をををを往往往往来来来来することですることですることですることで農作物農作物農作物農作物やややや生活被害及生活被害及生活被害及生活被害及びびびび人身被害人身被害人身被害人身被害をををを
発発発発生生生生させさせさせさせ、農業、農業、農業、農業従従従従事者事者事者事者のののの耕作意欲耕作意欲耕作意欲耕作意欲やややや地域地域地域地域イメージのイメージのイメージのイメージの低下低下低下低下によってによってによってによって地域地域地域地域がががが衰退衰退衰退衰退するこするこするこするこ
とのないようとのないようとのないようとのないよう、、、、ニホンザルのニホンザルのニホンザルのニホンザルの群群群群れのれのれのれの捕獲捕獲捕獲捕獲やややや追追追追いいいい上上上上げげげげ等、被害防止等、被害防止等、被害防止等、被害防止のののの観観観観点点点点からからからから根本的根本的根本的根本的
解決解決解決解決をををを図図図図るためのるためのるためのるための積極的積極的積極的積極的なななな事業事業事業事業をををを広広広広域的域的域的域的にににに実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
    
イイイイ    野生動物野生動物野生動物野生動物のののの生息環境生息環境生息環境生息環境をををを整備整備整備整備するためするためするためするため、、、、県県県県有林有林有林有林のののの天然林（天然林（天然林（天然林（広広広広葉樹）施業葉樹）施業葉樹）施業葉樹）施業のののの積極的積極的積極的積極的
推進。推進。推進。推進。    
    
ウウウウ    町村町村町村町村がががが行行行行うううう有害有害有害有害獣獣獣獣防護柵整備事業及防護柵整備事業及防護柵整備事業及防護柵整備事業及びびびび小規模農地小規模農地小規模農地小規模農地のののの被害被害被害被害対対対対策事業策事業策事業策事業のののの補助金補助金補助金補助金のののの予予予予
算確保及算確保及算確保及算確保及びびびび支援支援支援支援のののの拡拡拡拡充。充。充。充。    
    
エエエエ    有害鳥有害鳥有害鳥有害鳥獣獣獣獣のののの被害被害被害被害にににに対対対対するするするする効効効効果的果的果的果的なななな予算措置予算措置予算措置予算措置のののの実実実実施。特施。特施。特施。特にににに鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣保護管理保護管理保護管理保護管理対対対対策事業策事業策事業策事業
補助制度補助制度補助制度補助制度のののの充充充充実実実実強強強強化化化化とととと要望額通要望額通要望額通要望額通りのりのりのりの確確確確実実実実なななな補助金交付。補助金交付。補助金交付。補助金交付。    
    さらにさらにさらにさらに、農作物、農作物、農作物、農作物にににに対対対対するするするする農業災害補償制度農業災害補償制度農業災害補償制度農業災害補償制度のののの対対対対象範象範象範象範囲拡囲拡囲拡囲拡大大大大をををを国国国国にににに働働働働きかけるこきかけるこきかけるこきかけるこ
とととと。。。。    
    
オオオオ    広広広広域的域的域的域的にににに移動移動移動移動するするするする野猿、野猿、野猿、野猿、シカシカシカシカ、、、、ツキノワグマツキノワグマツキノワグマツキノワグマ、、、、イノシシイノシシイノシシイノシシ等等等等のののの対対対対策策策策についてはについてはについてはについては、、、、
町村町村町村町村単独単独単独単独でのでのでのでの実実実実施施施施はははは非常非常非常非常にににに困難困難困難困難でありでありでありであり、近、近、近、近隣隣隣隣市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの協同協同協同協同・・・・調整調整調整調整がががが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠でででで
あるのであるのであるのであるので、次、次、次、次のののの広広広広域的域的域的域的なななな体制体制体制体制をををを早期早期早期早期にににに確立確立確立確立することすることすることすること。。。。    
    ・・・・    広広広広域的域的域的域的なななな被害防止被害防止被害防止被害防止対対対対策策策策とととと人身被害防止人身被害防止人身被害防止人身被害防止対対対対策策策策のののの推進推進推進推進    
    ・・・・    広広広広域的域的域的域的なななな駆駆駆駆除体制除体制除体制除体制のののの確立確立確立確立とととと駆駆駆駆除事務除事務除事務除事務のののの迅速化迅速化迅速化迅速化    
    ・・・・    捕獲後捕獲後捕獲後捕獲後のののの野猿等野猿等野猿等野猿等にににに関関関関するするするする広広広広域体制域体制域体制域体制のののの確立確立確立確立    
    ・・・・    有害鳥有害鳥有害鳥有害鳥獣獣獣獣がががが人里人里人里人里やややや人家人家人家人家にににに近近近近づかないようにするづかないようにするづかないようにするづかないようにする新新新新たなたなたなたな忌避忌避忌避忌避効効効効果果果果のののの実実実実証証証証研研研研究究究究とととと
それにそれにそれにそれに関関関関わるわるわるわる国国国国へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ    
    
カカカカ    広広広広域域域域獣獣獣獣害防止電害防止電害防止電害防止電気気気気柵柵柵柵のののの設置設置設置設置についてについてについてについて、設置、設置、設置、設置効効効効果果果果をををを維持維持維持維持するためにはするためにはするためにはするためには、電、電、電、電気気気気柵周柵周柵周柵周
辺辺辺辺におけるにおけるにおけるにおける雑雑雑雑草草草草のののの除去等除去等除去等除去等のののの環境整備環境整備環境整備環境整備がががが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠でありでありでありであり、設置、設置、設置、設置にににに係係係係るるるる費用費用費用費用のみならのみならのみならのみなら
ずずずず、草刈等、草刈等、草刈等、草刈等のののの維持管理維持管理維持管理維持管理にににに要要要要するするするする経経経経費費費費についてもについてもについてもについても、補助、補助、補助、補助対対対対象象象象とすることとすることとすることとすること。。。。    
    
キキキキ    鹿鹿鹿鹿のののの将来将来将来将来的的的的なななな捕獲頭捕獲頭捕獲頭捕獲頭数数数数がががが減少減少減少減少するとするとするとすると見見見見込込込込まれているがまれているがまれているがまれているが、、、、将来将来将来将来的的的的なななな計計計計画画画画等等等等をををを策定策定策定策定
したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていることからえていることからえていることからえていることから、生態調、生態調、生態調、生態調査査査査のののの再調再調再調再調査査査査をををを実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
    
クククク    捕獲捕獲捕獲捕獲したしたしたした鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣のののの処処処処分等分等分等分等にににに係係係係るるるる補助制度補助制度補助制度補助制度をををを創出創出創出創出することすることすることすること、、、、またまたまたまた、、、、処処処処分方法分方法分方法分方法をををを統一統一統一統一
することすることすることすること。。。。さらにさらにさらにさらに、食肉、食肉、食肉、食肉処処処処理理理理マニュアルのマニュアルのマニュアルのマニュアルの策定策定策定策定もももも検検検検討討討討することすることすることすること。。。。    
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ケケケケ    イノシシやシカイノシシやシカイノシシやシカイノシシやシカ等等等等のののの大型大型大型大型獣獣獣獣によるによるによるによる農作物被害農作物被害農作物被害農作物被害にににに対対対対するするするする農家農家農家農家のののの自衛自衛自衛自衛対対対対策策策策をををを促進促進促進促進すすすす
るためるためるためるため、、、、わなわなわなわな猟猟猟猟免許免許免許免許のののの取得取得取得取得についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援することすることすることすること。。。。    

((((2)2)2)2)外外外外来来来来生物被害生物被害生物被害生物被害対対対対策策策策にににに対対対対するするするする支援支援支援支援についてについてについてについて    

    アライグマ・タイワンリスによるアライグマ・タイワンリスによるアライグマ・タイワンリスによるアライグマ・タイワンリスによる生活被害生活被害生活被害生活被害・・・・農業被害農業被害農業被害農業被害・・・・生態系被害生態系被害生態系被害生態系被害がともにがともにがともにがともに深刻深刻深刻深刻
化化化化していますしていますしていますしています。。。。県県県県内内内内でのでのでのでの分布域分布域分布域分布域はははは拡拡拡拡大傾向大傾向大傾向大傾向にありにありにありにあり、、、、これらのこれらのこれらのこれらの外外外外来来来来生物生物生物生物によるによるによるによる被害被害被害被害のののの
早急早急早急早急なななな解決解決解決解決のためのためのためのため、次、次、次、次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    
アアアア    特定外特定外特定外特定外来来来来生物生物生物生物であるタイワンリスはであるタイワンリスはであるタイワンリスはであるタイワンリスは、生、生、生、生きたままのきたままのきたままのきたままの運搬運搬運搬運搬がががが禁止禁止禁止禁止されているたされているたされているたされているた
めめめめ、防除、防除、防除、防除実実実実施計施計施計施計画画画画をををを持持持持たないたないたないたない市町村市町村市町村市町村ではではではでは捕獲捕獲捕獲捕獲などのなどのなどのなどの対対対対策策策策のののの障害障害障害障害となるとなるとなるとなる。。。。またまたまたまた、、、、ニホニホニホニホ
ンリスとのンリスとのンリスとのンリスとの競競競競争争争争もももも懸念懸念懸念懸念されるためされるためされるためされるため、早急、早急、早急、早急にににに神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県全域全域全域全域をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした防除防除防除防除実実実実施計施計施計施計画画画画
をををを策定策定策定策定しししし、、、、対対対対策策策策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    
イイイイ    県県県県がががが所管所管所管所管するするするする公園公園公園公園やややや緑緑緑緑地地地地にもにもにもにも、多、多、多、多くのタイワンリスやアライグマがくのタイワンリスやアライグマがくのタイワンリスやアライグマがくのタイワンリスやアライグマが生息生息生息生息しししし周周周周辺辺辺辺
へのへのへのへの供給源供給源供給源供給源となっているとなっているとなっているとなっている可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。市町村等。市町村等。市町村等。市町村等のののの実実実実施施施施するするするする捕獲時期捕獲時期捕獲時期捕獲時期にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて、、、、
これらのこれらのこれらのこれらの場所場所場所場所でのでのでのでの捕獲捕獲捕獲捕獲をををを実実実実施施施施することすることすることすること。。。。    
    
ウウウウ    横横横横須賀三浦地域須賀三浦地域須賀三浦地域須賀三浦地域にはにはにはには、技術的支援、技術的支援、技術的支援、技術的支援やややや研研研研修修修修をををを通通通通じてじてじてじて地域地域地域地域のののの人材育成人材育成人材育成人材育成のためののためののためののための鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣
被害防除被害防除被害防除被害防除対対対対策策策策専専専専門員門員門員門員がががが配置配置配置配置されておらずされておらずされておらずされておらず、地域、地域、地域、地域のののの継続継続継続継続的的的的・・・・計計計計画画画画的的的的なななな被害被害被害被害対対対対策策策策をををを推進推進推進推進
するするするする鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣被害被害被害被害対対対対策支援策支援策支援策支援チームのチームのチームのチームの編成編成編成編成もないもないもないもない。地域。地域。地域。地域でででで一体一体一体一体となったとなったとなったとなった防除防除防除防除をををを実実実実施施施施するたするたするたするた
めにもめにもめにもめにも、捕獲技術、捕獲技術、捕獲技術、捕獲技術のののの普及普及普及普及やややや一一一一斉斉斉斉捕獲捕獲捕獲捕獲をコーディネートできるをコーディネートできるをコーディネートできるをコーディネートできる人材人材人材人材のののの配置配置配置配置とととと支援支援支援支援チーチーチーチー
ムによるムによるムによるムによる取組取組取組取組をををを行行行行うことうことうことうこと。 。 。 。     
    

((((3)3)3)3)ヤマビルヤマビルヤマビルヤマビル駆駆駆駆除除除除対対対対策策策策のののの強強強強化化化化についてについてについてについて    

    丹丹丹丹沢沢沢沢大山地域大山地域大山地域大山地域のののの農村農村農村農村ではではではでは、登山道、登山道、登山道、登山道やややや農耕地等農耕地等農耕地等農耕地等でででで数数数数多多多多くのヤマビルがくのヤマビルがくのヤマビルがくのヤマビルが発発発発生生生生しししし、農林、農林、農林、農林
業業業業従従従従事者事者事者事者やややや観観観観光客、登山者光客、登山者光客、登山者光客、登山者などがなどがなどがなどが多大多大多大多大なななな吸血被害吸血被害吸血被害吸血被害をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。またまたまたまた、近年、近年、近年、近年ではではではでは
民家民家民家民家のののの庭先庭先庭先庭先でもでもでもでも生息生息生息生息がががが確認確認確認確認されされされされ、年、年、年、年々々々々生息域生息域生息域生息域はははは広広広広域的域的域的域的にににに拡拡拡拡大大大大しておりしておりしておりしており、人的被害、人的被害、人的被害、人的被害もももも
増増増増加加加加しししし、現在、現在、現在、現在ではではではでは市町村市町村市町村市町村単独単独単独単独のののの問題問題問題問題ではすまなくなってきていますではすまなくなってきていますではすまなくなってきていますではすまなくなってきています。。。。    
    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの研研研研究究究究内内内内容容容容やややや各助成制度各助成制度各助成制度各助成制度をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、現段階、現段階、現段階、現段階でででで実実実実施可能施可能施可能施可能なななな効効効効率的率的率的率的でででで効効効効果果果果
的的的的なななな対処対処対処対処方法方法方法方法についてについてについてについて、市町村、市町村、市町村、市町村とともにとともにとともにとともに継続継続継続継続的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むようむようむようむよう次次次次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて要要要要
望望望望しますしますしますします。。。。    
    
アアアア    ヤマビルのヤマビルのヤマビルのヤマビルの駆駆駆駆除、防除除、防除除、防除除、防除対対対対策策策策のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる研研研研究究究究とととと情報提供、町村情報提供、町村情報提供、町村情報提供、町村がががが実実実実施施施施するヤマビするヤマビするヤマビするヤマビ
ルルルル被害防除被害防除被害防除被害防除対対対対策事業策事業策事業策事業にににに対対対対するするするする県県県県のののの財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援のののの継続継続継続継続・・・・拡拡拡拡大。大。大。大。    
    
イイイイ    県県県県のヤマビルのヤマビルのヤマビルのヤマビル対対対対策共同策共同策共同策共同研研研研究究究究によるとによるとによるとによると、、、、ヤマビルのヤマビルのヤマビルのヤマビルの広広広広域域域域にわたるにわたるにわたるにわたる生息域生息域生息域生息域のののの拡拡拡拡大要大要大要大要
因因因因のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、ニホンジカのニホンジカのニホンジカのニホンジカの生息生息生息生息数数数数のののの広広広広域域域域・・・・拡拡拡拡大大大大がががが上上上上げられているげられているげられているげられている。。。。このためこのためこのためこのため、、、、
農作物農作物農作物農作物へのへのへのへの被害被害被害被害対対対対策策策策をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした防鹿柵防鹿柵防鹿柵防鹿柵のののの設置設置設置設置にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず、、、、ヤマビルヤマビルヤマビルヤマビル被害撲滅被害撲滅被害撲滅被害撲滅にににに
向向向向けたけたけたけた防鹿柵防鹿柵防鹿柵防鹿柵のののの設置設置設置設置やややや既既既既存柵存柵存柵存柵のののの撤去撤去撤去撤去などのなどのなどのなどの補助事業補助事業補助事業補助事業などのなどのなどのなどの拡拡拡拡充。充。充。充。    
    特特特特にににに、、、、県県県県がががが丹丹丹丹沢沢沢沢大山大山大山大山国国国国定公園及定公園及定公園及定公園及びびびび県県県県立丹立丹立丹立丹沢沢沢沢大山自然公園大山自然公園大山自然公園大山自然公園としてとしてとしてとして管理管理管理管理するするするする宮宮宮宮ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬湖湖湖湖
畔園地畔園地畔園地畔園地内内内内においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、シカシカシカシカ等等等等によってヤマビルのによってヤマビルのによってヤマビルのによってヤマビルの生息域生息域生息域生息域がががが拡拡拡拡大大大大しししし、住宅地域、住宅地域、住宅地域、住宅地域やややや観観観観光光光光
客客客客にまでにまでにまでにまで被害被害被害被害がががが及及及及んでいるんでいるんでいるんでいる状状状状況況況況でありでありでありであり、早急、早急、早急、早急なななな対対対対策策策策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。    
    
ウウウウ    県県県県によるによるによるによる生息域生息域生息域生息域やややや生息環境生息環境生息環境生息環境などのなどのなどのなどの生息分布調生息分布調生息分布調生息分布調査査査査研研研研究究究究やややや忌避、殺忌避、殺忌避、殺忌避、殺ヒルヒルヒルヒル薬剤薬剤薬剤薬剤のののの効効効効果果果果
調調調調査査査査研研研研究、環境影響調究、環境影響調究、環境影響調究、環境影響調査査査査、茶園等、茶園等、茶園等、茶園等のののの農耕地管理調農耕地管理調農耕地管理調農耕地管理調査査査査研研研研究究究究などのなどのなどのなどの、現在、現在、現在、現在のののの研研研研究成果究成果究成果究成果をををを
踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた駆駆駆駆除除除除やややや拡拡拡拡大防止策大防止策大防止策大防止策のののの積極的積極的積極的積極的なななな実実実実施施施施とととと、、、、抜抜抜抜本的本的本的本的なヤマビルなヤマビルなヤマビルなヤマビル撲滅撲滅撲滅撲滅にににに向向向向けたけたけたけた駆駆駆駆除除除除
対対対対策等策等策等策等のののの実実実実施。施。施。施。    
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((((4)4)4)4)河川河川河川河川区区区区域域域域内内内内のののの草木草木草木草木のののの除草除草除草除草・・・・伐採及伐採及伐採及伐採及びびびび草刈草刈草刈草刈団団団団体体体体へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて    

    
    河川河川河川河川区区区区域域域域内内内内のののの立木立木立木立木のののの伐採伐採伐採伐採やややや草木草木草木草木のののの除草等除草等除草等除草等はははは、治水、治水、治水、治水やややや河川環境保全河川環境保全河川環境保全河川環境保全などのなどのなどのなどの観観観観点点点点かかかか
らららら、河川管理者、河川管理者、河川管理者、河川管理者がががが定期的定期的定期的定期的にににに実実実実施施施施されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、法面、法面、法面、法面などになどになどになどに大木化大木化大木化大木化したしたしたした樹木樹木樹木樹木がががが存存存存
在在在在するするするする箇所箇所箇所箇所もももも多多多多くくくく存在存在存在存在しししし、台風等、台風等、台風等、台風等によるによるによるによる倒木倒木倒木倒木でででで、災害、災害、災害、災害につながるにつながるにつながるにつながる恐恐恐恐れがれがれがれが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる
ためためためため、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる事業事業事業事業拡拡拡拡大大大大をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、自治、自治、自治、自治会会会会等等等等がががが行行行行うううう河川河川河川河川清清清清掃掃掃掃やややや除草作業等除草作業等除草作業等除草作業等にににに対対対対しししし、「自治、「自治、「自治、「自治会会会会委託制度」委託制度」委託制度」委託制度」によるによるによるによる
助成制度助成制度助成制度助成制度をををを創設創設創設創設しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、採、採、採、採択択択択要件等要件等要件等要件等がががが厳厳厳厳しいのでしいのでしいのでしいので、利用、利用、利用、利用がしにくいがしにくいがしにくいがしにくい状状状状況況況況とととと
なっているためなっているためなっているためなっているため、採、採、採、採択択択択要件等要件等要件等要件等のののの緩和及緩和及緩和及緩和及びびびび事業費事業費事業費事業費のののの引引引引きききき上上上上げをげをげをげを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((5)5)5)5)住宅用太陽光住宅用太陽光住宅用太陽光住宅用太陽光発発発発電導入促進電導入促進電導入促進電導入促進についてについてについてについて    

    住宅用太陽光住宅用太陽光住宅用太陽光住宅用太陽光発発発発電電電電システムシステムシステムシステム設置設置設置設置にににに対対対対するするするする助成助成助成助成についてについてについてについて、住宅用太陽光設備設置補、住宅用太陽光設備設置補、住宅用太陽光設備設置補、住宅用太陽光設備設置補
助金助金助金助金についてについてについてについて、３、３、３、３....11111111のののの東日本大震災以降再生可能東日本大震災以降再生可能東日本大震災以降再生可能東日本大震災以降再生可能エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに対対対対するするするする関関関関心心心心がががが高高高高まままま
りをりをりをりを見見見見せるせるせるせる中、太陽光中、太陽光中、太陽光中、太陽光発発発発電設備電設備電設備電設備のののの設置並設置並設置並設置並びにびにびにびに補助金補助金補助金補助金のののの交付件交付件交付件交付件数数数数もももも増増増増加加加加していることしていることしていることしていること
からからからから、平成、平成、平成、平成25252525年度年度年度年度のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる予算措置、並予算措置、並予算措置、並予算措置、並びにびにびにびに新制度新制度新制度新制度のののの検検検検討等討等討等討等についてはについてはについてはについては、十分、十分、十分、十分なななな
検検検検討討討討をををを行行行行うううう中中中中でででで市町村市町村市町村市町村にににに対対対対するするするする適切適切適切適切なななな情報提供情報提供情報提供情報提供とととと共共共共にににに、自然、自然、自然、自然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの有有有有効効効効活用活用活用活用
にににに対対対対するするするする県県県県のののの積極的積極的積極的積極的なななな推進推進推進推進をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((6)6)6)6)新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入促進導入促進導入促進導入促進についてについてについてについて    

    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに伴伴伴伴うううう電力供給不足電力供給不足電力供給不足電力供給不足やややや地球地球地球地球温温温温暖化防止暖化防止暖化防止暖化防止対対対対策策策策をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために、新、新、新、新エエエエ
ネルギーネルギーネルギーネルギー導入導入導入導入のののの促進促進促進促進のののの拡拡拡拡大大大大をををを図図図図ることがることがることがることが重要重要重要重要であるためであるためであるためであるため次次次次のとおりののとおりののとおりののとおりの措置措置措置措置がががが講講講講じらじらじらじら
れるようれるようれるようれるよう国国国国へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ及及及及びびびび県県県県のののの取組取組取組取組をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    
アアアア    小水力小水力小水力小水力・バイオマス・・バイオマス・・バイオマス・・バイオマス・太陽光太陽光太陽光太陽光・・・・風力等風力等風力等風力等のののの地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用してしてしてして、再生可能、再生可能、再生可能、再生可能エネルエネルエネルエネル
ギーをギーをギーをギーを積極的積極的積極的積極的にににに導入導入導入導入できるようできるようできるようできるよう、技術的支援、技術的支援、技術的支援、技術的支援やややや財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援のののの充充充充実実実実をすることをすることをすることをすること。 。 。 。     
    
イイイイ    総総総総合的合的合的合的なななな新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー施策施策施策施策のののの展開展開展開展開としてとしてとしてとして、間伐材、間伐材、間伐材、間伐材やややや林地林地林地林地残残残残材材材材などをなどをなどをなどを県県県県がががが進進進進めてめてめてめて
いるいるいるいる環境、環境、環境、環境、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策にににに積極的積極的積極的積極的にににに利用利用利用利用しししし、水源環境林、水源環境林、水源環境林、水源環境林のののの保全保全保全保全・・・・再生再生再生再生とととと再生可能再生可能再生可能再生可能
エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの推進推進推進推進をををを共通共通共通共通のののの取組取組取組取組としてとしてとしてとして早期早期早期早期にににに検検検検討討討討しししし、、、、さらにさらにさらにさらに水源環境水源環境水源環境水源環境税税税税もももも活用活用活用活用しししし
てててて、、、、広広広広域的域的域的域的にににに取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと。。。。    
    
ウウウウ    「電「電「電「電気気気気事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー電電電電気気気気のののの調達調達調達調達にににに関関関関するするするする特別措置法」特別措置法」特別措置法」特別措置法」がががが全全全全
面施行面施行面施行面施行されることとなりされることとなりされることとなりされることとなり、全、全、全、全国国国国的的的的にメガソーラーにメガソーラーにメガソーラーにメガソーラー発発発発電電電電のののの事業化事業化事業化事業化のののの動動動動きがきがきがきが活活活活発発発発化化化化してしてしてして
いるなかでいるなかでいるなかでいるなかで、、、、メガソーラーメガソーラーメガソーラーメガソーラー事業者事業者事業者事業者をををを誘致誘致誘致誘致するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり必要必要必要必要となるとなるとなるとなる環境整備等環境整備等環境整備等環境整備等にににに関関関関しししし
新新新新たなたなたなたな支援支援支援支援についてについてについてについて、事業化、事業化、事業化、事業化がががが有利有利有利有利なななな法施行後３年以法施行後３年以法施行後３年以法施行後３年以内内内内にににに適用適用適用適用がががが可能可能可能可能となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、
早期早期早期早期にににに実実実実現現現現することすることすることすること。。。。    
    
エエエエ    国国国国はははは新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入促進導入促進導入促進導入促進のののの拡拡拡拡大大大大をををを図図図図るためるためるためるため、早急、早急、早急、早急にににに方針方針方針方針をををを打打打打ちちちち出出出出しししし、、、、効効効効果的果的果的果的
でわかりやすいでわかりやすいでわかりやすいでわかりやすい制度制度制度制度のののの創設創設創設創設やややや、周知、周知、周知、周知啓啓啓啓発発発発、、、、またまたまたまた、再生可能、再生可能、再生可能、再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの固定買固定買固定買固定買いいいい取取取取
りりりり制度制度制度制度をををを確確確確実実実実にににに推進推進推進推進できるようなシステムのできるようなシステムのできるようなシステムのできるようなシステムの構築構築構築構築をををを県県県県からもからもからもからも要請要請要請要請することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、、、、県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入導入導入導入がががが促進促進促進促進されるようされるようされるようされるよう、住宅太陽光、住宅太陽光、住宅太陽光、住宅太陽光発発発発
電設置補助電設置補助電設置補助電設置補助やややや電電電電気気気気自動車購入補助自動車購入補助自動車購入補助自動車購入補助のののの継続継続継続継続やややや、新、新、新、新たなたなたなたな各種制度各種制度各種制度各種制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて検検検検討討討討すすすす
ることることることること。。。。    

((((7)7)7)7)農地農地農地農地のののの有有有有効効効効利用利用利用利用とととと担担担担いいいい手育成手育成手育成手育成などのなどのなどのなどの農業振興策農業振興策農業振興策農業振興策についてについてについてについて    

    国国国国のののの施策施策施策施策であるであるであるである農業者農業者農業者農業者にににに対対対対するするするする農業者所得補償制度農業者所得補償制度農業者所得補償制度農業者所得補償制度はははは、、、、経営経営経営経営規模規模規模規模のののの小小小小さいさいさいさい農家農家農家農家でででで
はははは活用活用活用活用しにくいしにくいしにくいしにくい制度制度制度制度であるうえにであるうえにであるうえにであるうえに、申請書類、申請書類、申請書類、申請書類やややや手手手手続続続続きがきがきがきが複複複複雑雑雑雑なためなためなためなため、利用者、利用者、利用者、利用者がががが少少少少なななな
くくくく制度本制度本制度本制度本来来来来のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成されていませんされていませんされていませんされていません。全。全。全。全国国国国的的的的にみるとにみるとにみるとにみると経営経営経営経営面積面積面積面積のののの小小小小さいさいさいさい本本本本県県県県のののの

-24-



農業農業農業農業経営経営経営経営のののの実実実実態態態態やややや地域地域地域地域のののの振興振興振興振興にににに即即即即したしたしたした独独独独自自自自のののの畑畑畑畑作物等所得補償制度等作物等所得補償制度等作物等所得補償制度等作物等所得補償制度等のののの創設創設創設創設をををを要望要望要望要望
しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、農業者、農業者、農業者、農業者のののの高高高高齢齢齢齢化化化化とととと後後後後継継継継者不足者不足者不足者不足をををを補補補補うためうためうためうため、、、、県県県県ではではではでは農業農業農業農業アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー等等等等でででで新規新規新規新規
就農支援等就農支援等就農支援等就農支援等のののの育成育成育成育成をををを行行行行っていますがっていますがっていますがっていますが、直接就農希望者、直接就農希望者、直接就農希望者、直接就農希望者とととと接接接接するのはするのはするのはするのは市町村市町村市町村市町村でありでありでありであり、、、、
市町村自市町村自市町村自市町村自らららら新規就農希望者新規就農希望者新規就農希望者新規就農希望者のののの育成育成育成育成をををを図図図図るほうがるほうがるほうがるほうが効効効効率的率的率的率的ですですですです。。。。    
    耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地やややや遊休農地遊休農地遊休農地遊休農地をををを解消解消解消解消してしてしてして農地農地農地農地をををを有有有有効効効効利用利用利用利用しししし、、、、継続継続継続継続してしてしてして管理管理管理管理ができるができるができるができる意欲意欲意欲意欲
的的的的なななな農業者農業者農業者農業者やややや新規就農者等新規就農者等新規就農者等新規就農者等のののの担担担担いいいい手手手手をををを市町村自市町村自市町村自市町村自らがらがらがらが育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援をををを行行行行うううう事業事業事業事業にににに対対対対しししし、、、、
農地農地農地農地をををを農業用倉庫等農業用倉庫等農業用倉庫等農業用倉庫等にににに活用活用活用活用できるできるできるできる柔軟柔軟柔軟柔軟なななな規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和とととと、新、新、新、新たなたなたなたな補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設をををを要望要望要望要望
しますしますしますします。 。 。 。     
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4 4 4 4 福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策のののの充充充充実実実実    
        

((((1)1)1)1)児児児児童福祉童福祉童福祉童福祉のののの充充充充実実実実についてについてについてについて    

アアアア    多多多多様様様様化化化化するするするする児児児児童相談業務童相談業務童相談業務童相談業務はははは、、、、専専専専門的門的門的門的なななな知識知識知識知識とととと経験経験経験経験をををを要要要要するとともにするとともにするとともにするとともに、最近、最近、最近、最近ではではではでは
深刻深刻深刻深刻なななな内内内内容容容容のケースがのケースがのケースがのケースが多多多多くくくく、迅速、迅速、迅速、迅速かつかつかつかつ適切適切適切適切なななな対応対応対応対応がががが重要重要重要重要となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、複、複、複、複数数数数業務業務業務業務
をををを担担担担当当当当しているしているしているしている町村職員町村職員町村職員町村職員にはにはにはには個別個別個別個別ケースにケースにケースにケースに長時間長時間長時間長時間をかけてをかけてをかけてをかけて関関関関わることがわることがわることがわることが困難困難困難困難であであであであ
るるるる。。。。児児児児童福祉司等童福祉司等童福祉司等童福祉司等のののの専専専専門職門職門職門職のののの確保確保確保確保がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であることからであることからであることからであることから、、、、県県県県からのからのからのからの専専専専門職員門職員門職員門職員をををを派派派派
遣遣遣遣することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、相談体制、相談体制、相談体制、相談体制のののの整備整備整備整備としてとしてとしてとして、、、、専専専専用相談室、用相談室、用相談室、用相談室、専専専専用用用用のののの電話回線及電話回線及電話回線及電話回線及びびびび児児児児童福祉司等童福祉司等童福祉司等童福祉司等のののの
資格資格資格資格をををを持持持持つつつつ専専専専門門門門のののの相談相談相談相談スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの確保確保確保確保などなどなどなど町村町村町村町村のののの財政財政財政財政状状状状況況況況ではではではでは大大大大変厳変厳変厳変厳しいものがあしいものがあしいものがあしいものがあ
るのでるのでるのでるので、新、新、新、新たなたなたなたな補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設などのなどのなどのなどの財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援をすることをすることをすることをすること。。。。    
    
イイイイ    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県のののの単独単独単独単独補助補助補助補助であるであるであるである民間保育所運民間保育所運民間保育所運民間保育所運営営営営費補金費補金費補金費補金についてはについてはについてはについては、平成、平成、平成、平成21212121年度年度年度年度よりよりよりより
開所時間加算及開所時間加算及開所時間加算及開所時間加算及びびびび３３３３歳歳歳歳からからからから５５５５歳歳歳歳のののの利用者別基礎加算利用者別基礎加算利用者別基礎加算利用者別基礎加算がががが段階的段階的段階的段階的にににに廃廃廃廃止止止止されされされされ、平成、平成、平成、平成23232323年年年年
度度度度にはにはにはには完全完全完全完全廃廃廃廃止止止止となっているとなっているとなっているとなっている。。。。またまたまたまた、障害、障害、障害、障害児児児児保育加算保育加算保育加算保育加算もももも段階的段階的段階的段階的にににに廃廃廃廃止止止止されされされされ、平成、平成、平成、平成24242424
年度年度年度年度にににに完全完全完全完全廃廃廃廃止止止止となっているとなっているとなっているとなっている。。。。さらにさらにさらにさらに、平成、平成、平成、平成24242424年度年度年度年度からはからはからはからは、同補助金、同補助金、同補助金、同補助金のののの単価単価単価単価がががが減額減額減額減額
されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、平成、平成、平成、平成25252525年度以降年度以降年度以降年度以降はははは、補助金、補助金、補助金、補助金のののの負負負負担担担担割合割合割合割合についてもについてもについてもについても、現行、現行、現行、現行のののの県県県県２分２分２分２分
のののの１１１１・・・・市町村２分市町村２分市町村２分市町村２分のののの１１１１からからからから、、、、県県県県３分３分３分３分のののの１１１１・・・・市町村３分市町村３分市町村３分市町村３分のののの２２２２にににに段階的段階的段階的段階的にににに変変変変更更更更されようされようされようされよう
としているとしているとしているとしている。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの補助金補助金補助金補助金はははは、平成、平成、平成、平成22222222年度、年度、年度、年度、23232323年度年度年度年度にはにはにはには、、、、県県県県のののの財政財政財政財政状状状状況況況況をををを理由理由理由理由
にににに満満満満額交付額交付額交付額交付されずされずされずされず、多、多、多、多くのくのくのくの市町村市町村市町村市町村がががが一般財源一般財源一般財源一般財源によりによりによりにより、、、、そのそのそのその不足分不足分不足分不足分をををを補補補補填填填填しているしているしているしている状状状状
況況況況にあるにあるにあるにある。。。。県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては、平成、平成、平成、平成24242424年度年度年度年度はははは安心安心安心安心こどもこどもこどもこども交付金交付金交付金交付金のののの活用活用活用活用によりによりによりにより補補補補填填填填するとするとするとすると
しているがしているがしているがしているが、、、、このこのこのこの交付金交付金交付金交付金もすべてのもすべてのもすべてのもすべての保育所保育所保育所保育所にににに活用活用活用活用できるものでなくできるものでなくできるものでなくできるものでなく、平成、平成、平成、平成25252525年度以年度以年度以年度以
降降降降のののの対応対応対応対応もももも明明明明らかではないらかではないらかではないらかではない。。。。    
    子育子育子育子育てててて支援策支援策支援策支援策についてはについてはについてはについては、、、、県県県県内内内内各市町村各市町村各市町村各市町村ともにともにともにともに重重重重点点点点施策施策施策施策にににに掲掲掲掲げげげげ、保育、保育、保育、保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上
とととと待機待機待機待機児児児児童童童童対対対対策策策策のののの観観観観点点点点からからからから安易安易安易安易にこのにこのにこのにこの補助金補助金補助金補助金をををを削減削減削減削減できないできないできないできない状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。民間保育。民間保育。民間保育。民間保育
所運所運所運所運営営営営費補助金費補助金費補助金費補助金についてはについてはについてはについては、、、、対対対対象施設（者）象施設（者）象施設（者）象施設（者）もももも多多多多くくくく、投資、投資、投資、投資効効効効果果果果のののの高高高高いものであるこいものであるこいものであるこいものであるこ
とからとからとからとから、今後、今後、今後、今後のののの補助金補助金補助金補助金のののの削減削減削減削減やややや負負負負担担担担割合割合割合割合のののの変変変変更更更更はははは行行行行わずわずわずわず、現行、現行、現行、現行のののの交付要綱交付要綱交付要綱交付要綱のののの水準水準水準水準をををを
堅持堅持堅持堅持することすることすることすること。。。。    
    
ウウウウ    放課後放課後放課後放課後児児児児童健全育成事業童健全育成事業童健全育成事業童健全育成事業ではではではでは、、、、国国国国がががが算出算出算出算出したしたしたした経経経経費費費費のののの１／２１／２１／２１／２をををを補助補助補助補助単価単価単価単価（（（（残残残残りはりはりはりは
保護者負保護者負保護者負保護者負担担担担））））としてとしてとしてとして、、、、国国国国、、、、県県県県、市町村、市町村、市町村、市町村がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ１／３１／３１／３１／３ずつずつずつずつ負負負負担担担担することとしていすることとしていすることとしていすることとしてい
るるるる。。。。県県県県もももも同同同同様様様様にににに交付要綱交付要綱交付要綱交付要綱をををを定定定定めめめめ、市町村、市町村、市町村、市町村にににに対対対対しししし、、、、国国国国・・・・県県県県分分分分にあたるにあたるにあたるにあたる２／３２／３２／３２／３のののの補助金補助金補助金補助金
をををを交付交付交付交付することとしているがすることとしているがすることとしているがすることとしているが、、、、県県県県のののの予算予算予算予算のののの範範範範囲内囲内囲内囲内としているためとしているためとしているためとしているため、平成２３年度、平成２３年度、平成２３年度、平成２３年度でででで
はははは、補助金、補助金、補助金、補助金対対対対象額象額象額象額のののの約約約約80808080％％％％のののの交付額交付額交付額交付額となったとなったとなったとなった。。。。国国国国とととと県県県県のののの不足額不足額不足額不足額をををを市町村市町村市町村市町村がががが一般財源一般財源一般財源一般財源
でででで負負負負担担担担することはすることはすることはすることは、財政上非常、財政上非常、財政上非常、財政上非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況であることからであることからであることからであることから、、、、県県県県はははは適正適正適正適正なななな予算計上予算計上予算計上予算計上
をすることをすることをすることをすること。。。。    
    またまたまたまた、、、、国国国国のののの補助基準補助基準補助基準補助基準ではではではでは、、、、児児児児童童童童数数数数がががが10101010人未人未人未人未満満満満のののの放課後放課後放課後放課後児児児児童童童童クラブはクラブはクラブはクラブは補助補助補助補助対対対対象外象外象外象外とととと
なっておりなっておりなっておりなっており、年間開所日、年間開所日、年間開所日、年間開所日数数数数がががが250250250250日未日未日未日未満満満満のクラブついてはのクラブついてはのクラブついてはのクラブついては児児児児童童童童数数数数がががが20202020人以上人以上人以上人以上とさとさとさとさ
れれれれ、特例分、特例分、特例分、特例分としてとしてとしてとして対対対対象象象象としているところだがとしているところだがとしているところだがとしているところだが、地域、地域、地域、地域のののの状状状状況況況況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、制限、制限、制限、制限をををを廃廃廃廃止止止止
しししし、少人、少人、少人、少人数数数数クラブでもクラブでもクラブでもクラブでも対対対対象象象象となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、またまたまたまた250250250250日未日未日未日未満満満満開所開所開所開所のクラブをのクラブをのクラブをのクラブを特例特例特例特例でなくでなくでなくでなく
恒久的恒久的恒久的恒久的にににに対対対対象象象象とするようとするようとするようとするよう、、、、国国国国にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    

((((2)2)2)2)障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉のののの充充充充実実実実についてについてについてについて    

アアアア    地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業はははは、統合補助金、統合補助金、統合補助金、統合補助金としてとしてとしてとして予予予予めめめめ定定定定められためられためられためられた額額額額をををを、事前、事前、事前、事前にににに市町村市町村市町村市町村かかかか
らのらのらのらの事業協議事業協議事業協議事業協議をををを受受受受けずけずけずけず事業事業事業事業実実実実績績績績とととと人口人口人口人口にににに応応応応じてじてじてじて国国国国がががが補助額補助額補助額補助額をををを内内内内示示示示することとされてすることとされてすることとされてすることとされて
いるがいるがいるがいるが、、、、サービスのサービスのサービスのサービスの充充充充実実実実をををを図図図図ろうとしてもろうとしてもろうとしてもろうとしても、必要、必要、必要、必要とするとするとするとする補助金額補助金額補助金額補助金額がががが配分配分配分配分されるとはされるとはされるとはされるとは
限限限限らないらないらないらない。地域生活支援事業。地域生活支援事業。地域生活支援事業。地域生活支援事業ついてはついてはついてはついては、市町村、市町村、市町村、市町村がががが従来従来従来従来のののの障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの水準水準水準水準をををを
下下下下げることなくげることなくげることなくげることなく、、、、よりよりよりより一層充一層充一層充一層充実実実実していけるようしていけるようしていけるようしていけるよう、事業、事業、事業、事業拡拡拡拡大大大大にににに伴伴伴伴うううう負負負負担担担担増増増増などなどなどなど町村町村町村町村にににに
超過負超過負超過負超過負担担担担がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに応応応応じたじたじたじた十分十分十分十分なななな財源確保財源確保財源確保財源確保をををを図図図図ることることることること。。。。    
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    またまたまたまた、、、、国国国国のののの要綱改正要綱改正要綱改正要綱改正によりによりによりにより市町村市町村市町村市町村がががが独独独独自自自自にににに個人給付個人給付個人給付個人給付をををを行行行行いいいい、、、、またはまたはまたはまたは個人負個人負個人負個人負担担担担をををを直直直直
接的接的接的接的にににに軽軽軽軽減減減減するするするする事業事業事業事業であるであるであるである「福祉「福祉「福祉「福祉タクシータクシータクシータクシー助成、自動車燃料費助成」助成、自動車燃料費助成」助成、自動車燃料費助成」助成、自動車燃料費助成」などのなどのなどのなどの事業事業事業事業
がががが、補助、補助、補助、補助対対対対象外象外象外象外となったところであるがとなったところであるがとなったところであるがとなったところであるが、事業、事業、事業、事業のののの上限上限上限上限をををを設設設設けずけずけずけず、自立支援給付、自立支援給付、自立支援給付、自立支援給付のののの補補補補
助率助率助率助率とととと同同同同様様様様となるとともにとなるとともにとなるとともにとなるとともに、市町村、市町村、市町村、市町村がががが独独独独自自自自にににに個人給付個人給付個人給付個人給付しているしているしているしている事業事業事業事業などをなどをなどをなどを、、、、従従従従前前前前どどどど
おりおりおりおり補助補助補助補助対対対対象象象象とされることとされることとされることとされること。。。。    
    
イイイイ    障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法がががが施行施行施行施行されされされされ、障害者及、障害者及、障害者及、障害者及びびびび障害障害障害障害児児児児がががが自立自立自立自立したしたしたした地域生活地域生活地域生活地域生活をををを営営営営むこむこむこむこ
とができとができとができとができ、必要、必要、必要、必要なななな福祉福祉福祉福祉サービスやサービスやサービスやサービスや相談支援等相談支援等相談支援等相談支援等がががが地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて計計計計画画画画的的的的にににに提供提供提供提供されるよされるよされるよされるよ
うううう、、、、抜抜抜抜本的本的本的本的なななな見直見直見直見直しがしがしがしが行行行行われたところであるがわれたところであるがわれたところであるがわれたところであるが、居宅介護、居宅介護、居宅介護、居宅介護をはじめをはじめをはじめをはじめ生活介護、生活介護、生活介護、生活介護、グルグルグルグル
ープホーム・ケアホームなどのープホーム・ケアホームなどのープホーム・ケアホームなどのープホーム・ケアホームなどの提供事業者提供事業者提供事業者提供事業者はははは、著、著、著、著しいしいしいしい地域格差地域格差地域格差地域格差がががが生生生生じておりじておりじておりじており、身近、身近、身近、身近
にサービスがにサービスがにサービスがにサービスが受受受受けられないけられないけられないけられない状状状状況況況況にあるのでにあるのでにあるのでにあるので、障害福祉、障害福祉、障害福祉、障害福祉サービスにサービスにサービスにサービスに係係係係るるるる社社社社会会会会資源資源資源資源のののの整整整整
備備備備についてについてについてについて、事業者、事業者、事業者、事業者へのへのへのへの働働働働きかけなどのきかけなどのきかけなどのきかけなどの特段特段特段特段のののの支援支援支援支援をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
    障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方がががが、自立、自立、自立、自立したしたしたした生活生活生活生活をををを送送送送れるれるれるれる地域社地域社地域社地域社会会会会のののの実実実実現現現現をををを目指目指目指目指すことをすことをすことをすことを目的目的目的目的としとしとしとし
てててて、平成、平成、平成、平成18181818年度年度年度年度からからからから施行施行施行施行されたされたされたされた障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法はははは利用者負利用者負利用者負利用者負担担担担１割１割１割１割がががが設設設設けられけられけられけられ、平、平、平、平
成成成成19191919・・・・20202020年度年度年度年度にににに国国国国のののの緊急的緊急的緊急的緊急的・・・・経経経経過的過的過的過的なななな特別特別特別特別対対対対策策策策としてとしてとしてとして利用者負利用者負利用者負利用者負担担担担額額額額のののの軽軽軽軽減策減策減策減策がががが実実実実施施施施
されされされされ、、、、さらにさらにさらにさらに平成平成平成平成22222222年度年度年度年度からからからから低所得者（市町村民低所得者（市町村民低所得者（市町村民低所得者（市町村民税税税税非課非課非課非課税税税税））））のののの障害者等障害者等障害者等障害者等のののの障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉
サービスにサービスにサービスにサービスに係係係係るるるる利用者負利用者負利用者負利用者負担担担担がががが無料無料無料無料となったことによりとなったことによりとなったことによりとなったことにより、市町村、市町村、市町村、市町村のののの財政負財政負財政負財政負担担担担のののの増増増増加加加加がががが
見見見見込込込込まれるまれるまれるまれる状状状状況況況況であるであるであるである。。。。    
    このためこのためこのためこのため、自立支援給付、自立支援給付、自立支援給付、自立支援給付にににに伴伴伴伴うううう財政負財政負財政負財政負担担担担はははは引引引引きききき続続続続きききき市町村市町村市町村市町村のののの財政財政財政財政をををを大大大大きくきくきくきく圧圧圧圧迫迫迫迫しししし
ておりておりておりており、障害者、障害者、障害者、障害者にににに対対対対するするするする福祉福祉福祉福祉サービスをサービスをサービスをサービスを維持維持維持維持することやすることやすることやすることや、新、新、新、新たなたなたなたな社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉にににに関関関関連連連連すすすす
るるるる専専専専門職員門職員門職員門職員のののの養成養成養成養成・・・・確保確保確保確保がががが困難困難困難困難となっているとなっているとなっているとなっている。。。。ついてはついてはついてはついては、障害者、障害者、障害者、障害者にににに対対対対するするするする基本的基本的基本的基本的なななな
生活支援生活支援生活支援生活支援サービスがサービスがサービスがサービスが県県県県域域域域にににに平等平等平等平等にににに提供提供提供提供されるようされるようされるようされるよう、自立支援給付、自立支援給付、自立支援給付、自立支援給付のののの現現現現状状状状補助率補助率補助率補助率国国国国１１１１
／２、／２、／２、／２、県県県県１／４１／４１／４１／４をををを維持維持維持維持することすることすることすること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、現在地域生活支援事業、現在地域生活支援事業、現在地域生活支援事業、現在地域生活支援事業にににに位置付位置付位置付位置付けられているけられているけられているけられている移動支援事業移動支援事業移動支援事業移動支援事業についてはについてはについてはについては、、、、
自立支援給付自立支援給付自立支援給付自立支援給付におくことでにおくことでにおくことでにおくことで、義務的、義務的、義務的、義務的経経経経費費費費としてとしてとしてとして明確明確明確明確なななな費用負費用負費用負費用負担担担担をををを行行行行いいいい、保護者、保護者、保護者、保護者からからからから
のののの要望要望要望要望のののの多多多多いいいい通通通通学学学学支援支援支援支援のののの充充充充実実実実をををを図図図図っていくことっていくことっていくことっていくこと。。。。    
    
ウウウウ    重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者医医医医療費制度療費制度療費制度療費制度についてはについてはについてはについては、今後、今後、今後、今後のののの医医医医療保療保療保療保険険険険制度改革制度改革制度改革制度改革やややや、重度障害者、重度障害者、重度障害者、重度障害者数数数数
のののの増増増増加傾向加傾向加傾向加傾向をををを考考考考えるとえるとえるとえると、制度、制度、制度、制度をををを将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって安定的安定的安定的安定的かつかつかつかつ継続継続継続継続的的的的にににに維持、運維持、運維持、運維持、運営営営営してしてしてして
いくことがいくことがいくことがいくことが困難困難困難困難となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
    このためこのためこのためこのため、、、、県県県県とととと市町村市町村市町村市町村のののの部部部部会会会会でででで制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて検検検検討討討討をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、市町、市町、市町、市町
村村村村のののの財政事情財政事情財政事情財政事情をををを考慮考慮考慮考慮のうえのうえのうえのうえ、現、現、現、現状状状状のののの補助率１／２補助率１／２補助率１／２補助率１／２をををを維持維持維持維持することすることすることすること。。。。    
    またまたまたまた、現在、現在、現在、現在のののの県県県県重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者医医医医療費助成制度療費助成制度療費助成制度療費助成制度のののの補助要綱補助要綱補助要綱補助要綱をををを見直見直見直見直しししし、、、、65656565歳歳歳歳以上新規認以上新規認以上新規認以上新規認
定者、所得制限、一部負定者、所得制限、一部負定者、所得制限、一部負定者、所得制限、一部負担担担担金金金金にににに関関関関するするするする部分部分部分部分をををを補助補助補助補助対対対対象象象象とすることとすることとすることとすること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、重度障害、重度障害、重度障害、重度障害児児児児者者者者のののの福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、国国国国のののの制度制度制度制度としてとしてとしてとして、身体、身体、身体、身体・・・・知的知的知的知的・・・・
精神精神精神精神のののの重度障害者等重度障害者等重度障害者等重度障害者等へのへのへのへの医医医医療費助成療費助成療費助成療費助成にににに対対対対するするするする統一的統一的統一的統一的なななな公費負公費負公費負公費負担担担担制度制度制度制度としてとしてとしてとして、重度障、重度障、重度障、重度障
害害害害児児児児者者者者医医医医療費助成制度療費助成制度療費助成制度療費助成制度をををを創設創設創設創設するようするようするようするよう働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
エエエエ    在宅在宅在宅在宅のののの重症心身障害重症心身障害重症心身障害重症心身障害児児児児はははは、家族（保護者）、家族（保護者）、家族（保護者）、家族（保護者）のののの入院及入院及入院及入院及びびびび重症心身障害重症心身障害重症心身障害重症心身障害児児児児のののの兄弟兄弟兄弟兄弟のののの
学学学学校行事等校行事等校行事等校行事等にににに家族（保護者）家族（保護者）家族（保護者）家族（保護者）がががが参参参参加加加加するするするする際際際際にににに、一時的、一時的、一時的、一時的にににに介護介護介護介護がががが受受受受けられるようにすけられるようにすけられるようにすけられるようにす
ることやることやることやることや、介護者等、介護者等、介護者等、介護者等のののの休養（休養（休養（休養（レスパイトレスパイトレスパイトレスパイト））））のためのためのためのため短期入所短期入所短期入所短期入所をををを利用利用利用利用してしてしてして在宅生活在宅生活在宅生活在宅生活のののの継継継継
続続続続をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠になっているになっているになっているになっている。。。。    
    短期入所利用者短期入所利用者短期入所利用者短期入所利用者のののの円円円円滑滑滑滑なななな利用利用利用利用がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう、各重症心身障害、各重症心身障害、各重症心身障害、各重症心身障害児児児児施設施設施設施設のののの調整調整調整調整をををを行行行行
うううう努力努力努力努力をするとともにをするとともにをするとともにをするとともに、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる保護者保護者保護者保護者のののの利用利用利用利用ニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応えるためえるためえるためえるため、短期入所、短期入所、短期入所、短期入所枠枠枠枠のののの
拡拡拡拡大大大大やややや、利用、利用、利用、利用ニーズのニーズのニーズのニーズの高高高高いいいい時期時期時期時期におけるにおけるにおけるにおける受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの拡拡拡拡大大大大をすることをすることをすることをすること。。。。    
    
オオオオ    「地域「地域「地域「地域のののの自主性及自主性及自主性及自主性及びびびび自立性自立性自立性自立性をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための改革改革改革改革のののの推進推進推進推進をををを図図図図るためのるためのるためのるための関関関関係法律係法律係法律係法律のののの
整備整備整備整備にににに関関関関するするするする法律」（法律」（法律」（法律」（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる第２次一括法）第２次一括法）第２次一括法）第２次一括法）のののの施行施行施行施行によりによりによりにより、平成、平成、平成、平成25252525年度年度年度年度からからからから育成育成育成育成
医医医医療療療療にににに係係係係るるるる自立支援自立支援自立支援自立支援医医医医療費療費療費療費のののの支給支給支給支給のののの認定及認定及認定及認定及びびびび自立支援自立支援自立支援自立支援医医医医療費療費療費療費のののの支給支給支給支給にににに関関関関するするするする事務事務事務事務がががが
町村町村町村町村のののの事務事務事務事務となるがとなるがとなるがとなるが、公正中立、公正中立、公正中立、公正中立なななな立場立場立場立場からからからから医学医学医学医学的的的的なななな判判判判断断断断をををを行行行行うううう審審審審査査査査体制体制体制体制のののの整備整備整備整備などなどなどなど
についてはについてはについてはについては、１町村、１町村、１町村、１町村でのでのでのでの対応対応対応対応がががが困難困難困難困難なためなためなためなため、、、、当当当当該事務該事務該事務該事務にににに付付付付随随随随するするするする審審審審査査査査についてはこについてはこについてはこについてはこ
れまでどおりれまでどおりれまでどおりれまでどおり県県県県においてにおいてにおいてにおいて行行行行うことうことうことうこと。。。。    
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カカカカ    地域社地域社地域社地域社会会会会におけるにおけるにおけるにおける共生共生共生共生のののの実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて新新新新たなたなたなたな障害保健福祉施策障害保健福祉施策障害保健福祉施策障害保健福祉施策をををを講講講講ずるためのずるためのずるためのずるための
関関関関係法律係法律係法律係法律のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの施行施行施行施行によりによりによりにより、障害者自立支援法、障害者自立支援法、障害者自立支援法、障害者自立支援法がががが改正改正改正改正されされされされ、市町村、市町村、市町村、市町村
がががが行行行行うううう地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業のののの追加追加追加追加などがなどがなどがなどが予定予定予定予定されているがされているがされているがされているが、町村、町村、町村、町村においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、これらこれらこれらこれら
のののの職務職務職務職務にににに携携携携わるわるわるわる専専専専門的知識門的知識門的知識門的知識やややや技術技術技術技術をををを有有有有するするするする人材人材人材人材がががが不足不足不足不足していることからしていることからしていることからしていることから、、、、研研研研修修修修のののの実実実実
施、講師施、講師施、講師施、講師のののの派遣、派遣、派遣、派遣、専専専専門的知識門的知識門的知識門的知識をををを有有有有するするするする職員職員職員職員のののの派遣派遣派遣派遣などなどなどなど、技術的支援、技術的支援、技術的支援、技術的支援やややや人的支援人的支援人的支援人的支援をををを行行行行
うことうことうことうこと。。。。    
    
キキキキ    平成平成平成平成25252525年度年度年度年度からからからから育成育成育成育成医医医医療療療療にににに係係係係るるるる自立支援自立支援自立支援自立支援医医医医療費療費療費療費のののの支給支給支給支給のののの認定及認定及認定及認定及びびびび自立支援自立支援自立支援自立支援医医医医療療療療
費費費費のののの支給支給支給支給にににに関関関関するするするする事務事務事務事務がががが、、、、県県県県からからからから市町村市町村市町村市町村にににに移移移移譲譲譲譲されるされるされるされる。。。。これらのこれらのこれらのこれらの事務事務事務事務についてはについてはについてはについては、、、、
公正中立公正中立公正中立公正中立なななな立場立場立場立場からからからから医学医学医学医学的的的的なななな判判判判断断断断をををを行行行行うううう審審審審査査査査体制体制体制体制のののの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、専専専専門的門的門的門的なななな知識知識知識知識をををを求求求求めめめめ
られるられるられるられる事務事務事務事務であることからであることからであることからであることから、、、、円円円円滑滑滑滑なななな実実実実施施施施にににに向向向向けてけてけてけて、、、、研研研研修修修修のののの実実実実施、講師施、講師施、講師施、講師のののの派遣派遣派遣派遣などなどなどなど、、、、
技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援やややや人的支援人的支援人的支援人的支援をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

((((3)3)3)3)介護保介護保介護保介護保険険険険制度制度制度制度のののの改善改善改善改善についてについてについてについて    

アアアア    介護保介護保介護保介護保険険険険給付費給付費給付費給付費のののの負負負負担担担担についてについてについてについて、、、、国国国国負負負負担担担担のののの居宅給付分居宅給付分居宅給付分居宅給付分25252525％及％及％及％及びびびび施設等給付費分施設等給付費分施設等給付費分施設等給付費分
20202020％％％％にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ５％５％５％５％のののの調整交付金調整交付金調整交付金調整交付金がががが含含含含まれているがまれているがまれているがまれているが、、、、このこのこのこの調整交付金調整交付金調整交付金調整交付金についてはについてはについてはについては、、、、
第１第１第１第１号号号号被保被保被保被保険険険険者者者者のののの保保保保険険険険料負料負料負料負担担担担がががが過大過大過大過大とならないようとならないようとならないようとならないよう、算定方法、算定方法、算定方法、算定方法のののの見直見直見直見直しししし等等等等のののの財政措財政措財政措財政措
置置置置をををを引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
イイイイ    低所得者低所得者低所得者低所得者にににに対対対対するするするする介護保介護保介護保介護保険険険険のののの保保保保険険険険料、利用料料、利用料料、利用料料、利用料のののの軽軽軽軽減措置減措置減措置減措置についてはについてはについてはについては、制度改正、制度改正、制度改正、制度改正
によりによりによりにより低所得者（非課低所得者（非課低所得者（非課低所得者（非課税税税税世世世世帯帯帯帯））））のののの細分化細分化細分化細分化がががが図図図図られたがられたがられたがられたが、保、保、保、保険険険険料料料料のののの段階設定段階設定段階設定段階設定やややや減免制減免制減免制減免制
度度度度などなどなどなど市町村市町村市町村市町村ごとのごとのごとのごとの対応対応対応対応にににに不均衡不均衡不均衡不均衡がががが生生生生じていることからじていることからじていることからじていることから、統一的、統一的、統一的、統一的でででで公平公平公平公平なななな運運運運営営営営をををを図図図図
るためるためるためるため、法、法、法、法のののの制度制度制度制度としてとしてとしてとして明確明確明確明確なななな位置付位置付位置付位置付けをするとともにけをするとともにけをするとともにけをするとともに、必要十分、必要十分、必要十分、必要十分なななな財政支援措置財政支援措置財政支援措置財政支援措置
をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
ウウウウ    介護保介護保介護保介護保険険険険法法法法においてはにおいてはにおいてはにおいては、施設介護、施設介護、施設介護、施設介護よりもよりもよりもよりも在宅介護在宅介護在宅介護在宅介護をををを重視重視重視重視しているがしているがしているがしているが、在宅介護、在宅介護、在宅介護、在宅介護
についてはについてはについてはについては、家族等、家族等、家族等、家族等のののの介護介護介護介護なしにはなしにはなしにはなしには成立成立成立成立しないにもかかわらずしないにもかかわらずしないにもかかわらずしないにもかかわらず、制度上家族介護、制度上家族介護、制度上家族介護、制度上家族介護にににに
対対対対するするするする支援支援支援支援がががが不十分不十分不十分不十分なことからなことからなことからなことから、施設介護、施設介護、施設介護、施設介護をををを希望希望希望希望するするするする方方方方がががが増増増増加加加加するするするする傾向傾向傾向傾向にあるにあるにあるにある。。。。    
    またまたまたまた、特別養護老人、特別養護老人、特別養護老人、特別養護老人ホームにつきましてはホームにつきましてはホームにつきましてはホームにつきましては、、、、実実実実態的態的態的態的にはにはにはには不足不足不足不足しているしているしているしている現況現況現況現況にあにあにあにあ
りりりり、家族介護、家族介護、家族介護、家族介護のののの積極的積極的積極的積極的なななな促進促進促進促進がががが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠なななな状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。。。。このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、地、地、地、地
域支援事業（任意事業）域支援事業（任意事業）域支援事業（任意事業）域支援事業（任意事業）にににに、家族、家族、家族、家族のののの身体的身体的身体的身体的・・・・精神的精神的精神的精神的・・・・経済経済経済経済的負的負的負的負担担担担のののの軽軽軽軽減減減減をををを目的目的目的目的としとしとしとし
たたたた家族介護家族介護家族介護家族介護継続継続継続継続支援事業支援事業支援事業支援事業がががが位置付位置付位置付位置付けられているがけられているがけられているがけられているが、介護家族等、介護家族等、介護家族等、介護家族等にににに対対対対するするするする慰慰慰慰労労労労制度制度制度制度をををを
一層充一層充一層充一層充実実実実するようするようするようするよう国国国国へへへへ働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
エエエエ    介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬はははは、介護、介護、介護、介護サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者のののの経営状経営状経営状経営状況、保況、保況、保況、保険険険険財政財政財政財政のののの状状状状況、況、況、況、経済経済経済経済動向動向動向動向のののの状状状状
況況況況などによりなどによりなどによりなどにより決決決決まるとまるとまるとまると認識認識認識認識しているがしているがしているがしているが、、、、既既既既存存存存のののの事業者事業者事業者事業者などからそのなどからそのなどからそのなどからその引上引上引上引上げのげのげのげの要望要望要望要望がががが
寄寄寄寄せられているせられているせられているせられている。。。。またまたまたまた、小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護のようにのようにのようにのように、、、、そのそのそのその事業所事業所事業所事業所のののの整備整備整備整備がながながながな
かなかかなかかなかかなか進進進進まないというまないというまないというまないという現現現現実実実実もももも介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬にににに大大大大きなきなきなきな原因原因原因原因があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。このようなこのようなこのようなこのような
問題問題問題問題をををを解決解決解決解決すべくすべくすべくすべく現現現現状状状状のののの分析分析分析分析にににに基基基基づきさらなるづきさらなるづきさらなるづきさらなる介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬のののの見直見直見直見直しをしをしをしを引引引引きききき続続続続きききき国国国国へへへへ働働働働
きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、介護報酬、介護報酬、介護報酬、介護報酬のののの地域地域地域地域区区区区分分分分のののの見直見直見直見直しにしにしにしに当当当当たってはたってはたってはたっては、地域、地域、地域、地域によりサービスにによりサービスにによりサービスにによりサービスに格差格差格差格差
がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに十分十分十分十分にににに配慮配慮配慮配慮するようするようするようするよう国国国国にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    
オオオオ    介護介護介護介護従従従従事者事者事者事者のののの処処処処遇改善遇改善遇改善遇改善についてについてについてについて、利用者、利用者、利用者、利用者のののの負負負負担担担担増増増増とサービスとサービスとサービスとサービス利用制限利用制限利用制限利用制限をををを招招招招くこくこくこくこ
とのないようとのないようとのないようとのないよう、恒久的、恒久的、恒久的、恒久的なななな処処処処遇改善策遇改善策遇改善策遇改善策をををを講講講講ずることずることずることずること、、、、そのそのそのその際、急激際、急激際、急激際、急激なななな保保保保険険険険料料料料のののの上昇上昇上昇上昇とととと
自治体自治体自治体自治体のののの負負負負担担担担増増増増をををを招招招招かないようかないようかないようかないよう、、、、国国国国がががが財政責任財政責任財政責任財政責任をををを果果果果たすようたすようたすようたすよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国にににに働働働働きかけきかけきかけきかけ
ることることることること。。。。    
    第５期事業計第５期事業計第５期事業計第５期事業計画画画画においてもにおいてもにおいてもにおいても、報酬改定等、報酬改定等、報酬改定等、報酬改定等によりによりによりにより保保保保険険険険料料料料のののの上昇上昇上昇上昇にににに影響影響影響影響がががが出出出出ないようないようないようないよう
措置措置措置措置をををを講講講講ずるとともにずるとともにずるとともにずるとともに、事業者、事業者、事業者、事業者にににに対対対対してしてしてして交付交付交付交付されるされるされるされる介護職員介護職員介護職員介護職員処処処処遇改善交付金遇改善交付金遇改善交付金遇改善交付金のののの充充充充実実実実
をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに処処処処遇改善交付金遇改善交付金遇改善交付金遇改善交付金のののの使使使使われわれわれわれ方方方方についてについてについてについて事後調事後調事後調事後調査査査査をををを徹底徹底徹底徹底するようするようするようするよう引引引引きききき続続続続
きききき国国国国にににに働働働働きかけていくこときかけていくこときかけていくこときかけていくこと。。。。    
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((((4)4)4)4)老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ活動等事業（老人活動等事業（老人活動等事業（老人活動等事業（老人クラブクラブクラブクラブ助成事業）助成事業）助成事業）助成事業）のののの基準緩和基準緩和基準緩和基準緩和についてについてについてについて    

    現行現行現行現行のののの高高高高齢齢齢齢者在宅福祉事業補助金基準者在宅福祉事業補助金基準者在宅福祉事業補助金基準者在宅福祉事業補助金基準ではではではでは、、、、単単単単位老人位老人位老人位老人クラブクラブクラブクラブ会会会会員員員員数数数数がががが概概概概ねねねね50505050人以人以人以人以
上（運用常時上（運用常時上（運用常時上（運用常時30303030人以上）人以上）人以上）人以上）がががが補助補助補助補助対対対対象象象象となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    しかししかししかししかし、地域性等、地域性等、地域性等、地域性等からからからから少人少人少人少人数数数数でででで構成構成構成構成せざるせざるせざるせざる得得得得ないないないない状状状状況況況況においてもにおいてもにおいてもにおいても活動活動活動活動がががが活活活活発発発発にににに行行行行
われているわれているわれているわれている単単単単位老人位老人位老人位老人クラブもあるのでクラブもあるのでクラブもあるのでクラブもあるので、、、、会会会会員員員員数数数数のののの基準基準基準基準をををを撤撤撤撤廃廃廃廃しししし、少人、少人、少人、少人数数数数のののの単単単単位老人位老人位老人位老人
クラブもクラブもクラブもクラブも補助補助補助補助対対対対象象象象とするようとするようとするようとするよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((5)5)5)5)生活保護法生活保護法生活保護法生活保護法によるによるによるによる級地級地級地級地のののの是正及是正及是正及是正及びびびび制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

    首都首都首都首都圏圏圏圏域域域域にににに位置位置位置位置するするするする本本本本県県県県ではではではでは、全域的、全域的、全域的、全域的にににに都市化都市化都市化都市化がががが進進進進みみみみ、日常生活、日常生活、日常生活、日常生活においてにおいてにおいてにおいて大都市大都市大都市大都市
地域地域地域地域とととと周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域とのとのとのとの格差格差格差格差がなくなっていますがなくなっていますがなくなっていますがなくなっています。生活保護者。生活保護者。生活保護者。生活保護者のののの安定安定安定安定したしたしたした生活生活生活生活をををを確保確保確保確保すすすす
るためるためるためるため、、、、実実実実態態態態にににに応応応応じたじたじたじた級地級地級地級地区区区区分分分分へのへのへのへの引上引上引上引上げをげをげをげを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、生活保護基準、生活保護基準、生活保護基準、生活保護基準のののの引下引下引下引下げげげげ
やややや国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担のののの削減削減削減削減についてはについてはについてはについては、地域、地域、地域、地域のののの実実実実情情情情にににに即即即即したしたしたした制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うよううよううよううよう強強強強くくくく国国国国
へへへへ働働働働きかけることをきかけることをきかけることをきかけることを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、障害者自立支援法、障害者自立支援法、障害者自立支援法、障害者自立支援法のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴いいいい、生活保護者、生活保護者、生活保護者、生活保護者のののの更生更生更生更生医医医医療等他法優先療等他法優先療等他法優先療等他法優先についについについについ
てはてはてはては、、、、県県県県によるによるによるによる町村町村町村町村へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    なおなおなおなお、、、、県県県県企業企業企業企業庁庁庁庁水道局水道局水道局水道局ではではではでは、生活保護受給世、生活保護受給世、生活保護受給世、生活保護受給世帯帯帯帯にににに対対対対しししし、水道料金、水道料金、水道料金、水道料金のののの基本料金基本料金基本料金基本料金とそとそとそとそ
のののの消費消費消費消費税税税税分分分分をををを減免減免減免減免するするするする制度制度制度制度をををを設設設設けているがけているがけているがけているが、保護費、保護費、保護費、保護費にににに含含含含まれるまれるまれるまれる光熱水費光熱水費光熱水費光熱水費とととと実実実実質的質的質的質的なななな
二重給付二重給付二重給付二重給付となっていることからとなっていることからとなっていることからとなっていることから、公平性確保、公平性確保、公平性確保、公平性確保のためのためのためのため、、、、このこのこのこの制度制度制度制度のののの廃廃廃廃止止止止についてについてについてについて検検検検討討討討
することをすることをすることをすることを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((6)6)6)6)観観観観光地光地光地光地におけるにおけるにおけるにおける国国国国設置設置設置設置のののの公公公公衆衆衆衆トイレへのトイレへのトイレへのトイレへの身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい者用者用者用者用オストメイトオストメイトオストメイトオストメイト
対応対応対応対応装装装装置置置置のののの設置設置設置設置についてについてについてについて    

    国国国国がががが設置設置設置設置しているしているしているしている公公公公衆衆衆衆トイレについてトイレについてトイレについてトイレについて、身体障、身体障、身体障、身体障がいがいがいがい者者者者がががが安心安心安心安心・・・・清清清清潔潔潔潔にににに使用使用使用使用できるできるできるできる
オストメイトにオストメイトにオストメイトにオストメイトに対応対応対応対応するするするする洗洗洗洗浄浄浄浄装装装装置置置置のののの設置設置設置設置についてについてについてについて国国国国へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望しししし
ますますますます。。。。    
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5 5 5 5 保健保健保健保健医医医医療療療療・・・・衛生衛生衛生衛生対対対対策策策策のののの充充充充実実実実    
        

((((1)1)1)1)各種各種各種各種医医医医療費助成制度等療費助成制度等療費助成制度等療費助成制度等のののの町村町村町村町村単独単独単独単独事業事業事業事業実実実実施施施施にににに対対対対するするするする国国国国保保保保のののの国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担金金金金
減額措置減額措置減額措置減額措置のののの廃廃廃廃止止止止についてについてについてについて    

    県県県県内内内内町村町村町村町村ではではではでは、町村、町村、町村、町村のののの単独単独単独単独事業事業事業事業としてとしてとしてとして障害者障害者障害者障害者のののの医医医医療費助成、小療費助成、小療費助成、小療費助成、小児児児児のののの医医医医療費助成、療費助成、療費助成、療費助成、
ひとりひとりひとりひとり親家庭等親家庭等親家庭等親家庭等のののの医医医医療費助成、高療費助成、高療費助成、高療費助成、高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療費助成療費助成療費助成療費助成をををを行行行行っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの医医医医
療費助成療費助成療費助成療費助成はははは、社、社、社、社会会会会的弱者的弱者的弱者的弱者とされるとされるとされるとされる人人人人々々々々のののの健康健康健康健康のののの確保確保確保確保とととと福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上にににに大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを担担担担
っていますっていますっていますっています。。。。このためこのためこのためこのため、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業にににに伴伴伴伴うううう国国国国保保保保のののの財源財源財源財源であるであるであるである療養給付費等負療養給付費等負療養給付費等負療養給付費等負担担担担金金金金
のののの減額措置減額措置減額措置減額措置についてはについてはについてはについては、、、、廃廃廃廃止止止止するようするようするようするよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((2)2)2)2)重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者医医医医療費療費療費療費・・・・小小小小児医児医児医児医療費療費療費療費・ひとり・ひとり・ひとり・ひとり親家庭等親家庭等親家庭等親家庭等医医医医療費助成制度療費助成制度療費助成制度療費助成制度につにつにつにつ
いていていていて    

    重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者医医医医療費療費療費療費・・・・小小小小児医児医児医児医療費療費療費療費・ひとり・ひとり・ひとり・ひとり親家庭等親家庭等親家庭等親家庭等医医医医療費助成制度療費助成制度療費助成制度療費助成制度はははは、一部負、一部負、一部負、一部負担担担担金金金金
のののの導入、導入、導入、導入、対対対対象者象者象者象者やややや所得所得所得所得のののの制限制限制限制限においてにおいてにおいてにおいて、、、、実実実実施主体施主体施主体施主体であるであるであるである各市町村各市町村各市町村各市町村によりによりによりにより助成制度助成制度助成制度助成制度にににに
大大大大きなきなきなきな格差格差格差格差がががが生生生生じつつありじつつありじつつありじつつあり、同、同、同、同じじじじ県県県県民民民民でありながらでありながらでありながらでありながら不公平感不公平感不公平感不公平感がががが生生生生じることがじることがじることがじることが危危危危惧惧惧惧ささささ
されますされますされますされます。今後、。今後、。今後、。今後、このこのこのこの格差格差格差格差がががが縮小縮小縮小縮小するようするようするようするよう県県県県のののの主導主導主導主導によりさらなるによりさらなるによりさらなるによりさらなる改善策改善策改善策改善策をををを講講講講ずるずるずるずる
ようようようよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、法律等、法律等、法律等、法律等にににに基基基基づくづくづくづく全全全全国国国国統一統一統一統一したしたしたした助成制度助成制度助成制度助成制度をををを創設創設創設創設するようするようするようするよう引引引引きききき続続続続きききき国国国国へのへのへのへの働働働働きききき
かけをかけをかけをかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((3)3)3)3)肝炎肝炎肝炎肝炎対対対対策基本法策基本法策基本法策基本法のののの対対対対象象象象となるとなるとなるとなる医医医医療費療費療費療費のののの支援支援支援支援についてについてについてについて    

    肝炎肝炎肝炎肝炎対対対対策基本法策基本法策基本法策基本法にはにはにはには、肝炎、肝炎、肝炎、肝炎のののの被害被害被害被害にににに対対対対するするするする国国国国のののの責任責任責任責任とととと関関関関係組織係組織係組織係組織それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの責務責務責務責務がががが
規定規定規定規定されていますがされていますがされていますがされていますが、肝炎、肝炎、肝炎、肝炎からからからから肝肝肝肝がんへがんへがんへがんへ進行進行進行進行したしたしたした場合場合場合場合やややや他他他他のののの合合合合併併併併症症症症をををを併併併併発発発発したしたしたした場合場合場合場合
のののの費用費用費用費用についてもについてもについてもについても、、、、国国国国のののの責務責務責務責務とすることをとすることをとすることをとすることを強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、生活保護世、生活保護世、生活保護世、生活保護世帯帯帯帯をををを含含含含めためためためた当当当当該患者該患者該患者該患者へのへのへのへの対応対応対応対応がががが障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる
更生更生更生更生医医医医療費療費療費療費のののの対対対対象象象象となっていることはとなっていることはとなっていることはとなっていることは、町村、町村、町村、町村におけるにおけるにおけるにおける医医医医療費負療費負療費負療費負担担担担をををを増増増増大大大大させるものさせるものさせるものさせるもの
でありでありでありであり、早急、早急、早急、早急なななな見直見直見直見直しをしをしをしを重重重重ねてねてねてねて強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((4)4)4)4)不育症不育症不育症不育症・・・・不妊症治療不妊症治療不妊症治療不妊症治療にににに係係係係るるるる経済経済経済経済的負的負的負的負担担担担のののの軽軽軽軽減減減減についてについてについてについて    

    国国国国、、、、県県県県ではではではでは「不妊「不妊「不妊「不妊にににに悩悩悩悩むむむむ方方方方へのへのへのへの特定不妊治療支援事業」特定不妊治療支援事業」特定不妊治療支援事業」特定不妊治療支援事業」をををを実実実実施施施施しておりしておりしておりしており、平成、平成、平成、平成23232323
年４月年４月年４月年４月からはからはからはからは助成助成助成助成のののの拡拡拡拡大大大大がががが図図図図られられられられ、体外受精及、体外受精及、体外受精及、体外受精及びびびび顕顕顕顕微授精微授精微授精微授精のののの保保保保険険険険外費用外費用外費用外費用についてについてについてについて、、、、
１回１回１回１回のののの治療治療治療治療につきにつきにつきにつき15151515万万万万円円円円をををを限度限度限度限度にににに助成助成助成助成しししし、申請１年度目、申請１年度目、申請１年度目、申請１年度目のののの方方方方はははは年３回年３回年３回年３回までまでまでまで、２年度、２年度、２年度、２年度
目以降目以降目以降目以降のののの方方方方についてはについてはについてはについては年２回年２回年２回年２回までまでまでまで、助成年度、助成年度、助成年度、助成年度をををを通算通算通算通算してしてしてして５年度、通算５年度、通算５年度、通算５年度、通算10101010回回回回までとなまでとなまでとなまでとな
りましたりましたりましたりました。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、妊娠、妊娠、妊娠、妊娠してもしてもしてもしても流流流流産産産産やややや死死死死産産産産をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、出、出、出、出産産産産にににに至至至至らないらないらないらない「不育症」「不育症」「不育症」「不育症」のののの
治療治療治療治療についてはについてはについてはについては、、、、医医医医療保療保療保療保険険険険がががが適用適用適用適用されるされるされるされる一部一部一部一部のののの検検検検査査査査をををを除除除除きききき、大部分、大部分、大部分、大部分はははは保保保保険険険険適用外適用外適用外適用外とととと
なっておりなっておりなっておりなっており、、、、経済経済経済経済的的的的なななな面面面面をををを始始始始めとするさまざまなめとするさまざまなめとするさまざまなめとするさまざまな理由理由理由理由によってによってによってによって出出出出産産産産をあきらめざるをあきらめざるをあきらめざるをあきらめざる
をををを得得得得ないというないというないというないという実実実実態態態態がありますがありますがありますがあります。全。全。全。全国国国国的的的的にはにはにはには独独独独自財源自財源自財源自財源によりによりによりにより先先先先駆駆駆駆的的的的にににに治療費治療費治療費治療費のののの助成助成助成助成
をををを行行行行っているっているっているっている自治体自治体自治体自治体もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、まだまだごくまだまだごくまだまだごくまだまだごく少少少少数数数数でありでありでありであり、厚生、厚生、厚生、厚生労働労働労働労働省省省省やややや自治体自治体自治体自治体
にににに対対対対しししし、治療費、治療費、治療費、治療費のののの保保保保険険険険適用適用適用適用やややや助成金助成金助成金助成金のののの支給支給支給支給についてについてについてについて多多多多数数数数要望要望要望要望がががが寄寄寄寄せられているとこせられているとこせられているとこせられているとこ
ろですろですろですろです。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、不妊症、不妊症、不妊症、不妊症・・・・不育症治療不育症治療不育症治療不育症治療のののの保保保保険険険険適用適用適用適用のののの早期早期早期早期実実実実現並現並現並現並びにびにびにびに不育症治療不育症治療不育症治療不育症治療のののの助助助助
成制度成制度成制度成制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて国国国国へへへへ働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、、、、県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては不妊治療支援事業不妊治療支援事業不妊治療支援事業不妊治療支援事業のののの
さらなるさらなるさらなるさらなる拡拡拡拡充充充充をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、不育症治療、不育症治療、不育症治療、不育症治療にににに係係係係るるるる助成制度等助成制度等助成制度等助成制度等をををを創設創設創設創設するようするようするようするよう要望要望要望要望しししし
ますますますます。。。。    
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((((5)5)5)5)生活保護世生活保護世生活保護世生活保護世帯帯帯帯のののの人工透析人工透析人工透析人工透析にににに係係係係るるるる医医医医療費療費療費療費についてについてについてについて    

    生活保護世生活保護世生活保護世生活保護世帯帯帯帯のののの人工透析人工透析人工透析人工透析にににに係係係係るるるる医医医医療費療費療費療費についてはについてはについてはについては、自立支援、自立支援、自立支援、自立支援医医医医療（更生療（更生療（更生療（更生医医医医療）療）療）療）にににに
おいておいておいておいて給付給付給付給付することとされておりすることとされておりすることとされておりすることとされており、保健福祉事務所、保健福祉事務所、保健福祉事務所、保健福祉事務所をををを持持持持たないたないたないたない町村町村町村町村においてにおいてにおいてにおいて、新、新、新、新たたたた
なななな負負負負担担担担がががが生生生生じることとなっていますじることとなっていますじることとなっていますじることとなっています。生活保護世。生活保護世。生活保護世。生活保護世帯帯帯帯においてはにおいてはにおいてはにおいては医医医医療保療保療保療保険険険険のののの適用適用適用適用がながながながな
くくくく、人工透析、人工透析、人工透析、人工透析にににに係係係係るるるる医医医医療費療費療費療費はははは、非常、非常、非常、非常にににに高額高額高額高額でででで年額年額年額年額ではではではでは大大大大きなきなきなきな負負負負担担担担となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    このうちこのうちこのうちこのうち、町村、町村、町村、町村のののの負負負負担担担担はははは４分４分４分４分のののの１１１１となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、財政規模、財政規模、財政規模、財政規模のののの小小小小さいさいさいさい町村町村町村町村においにおいにおいにおい
てはてはてはては、予算、予算、予算、予算のののの確保確保確保確保がががが厳厳厳厳しくなっておりしくなっておりしくなっておりしくなっており、特、特、特、特にににに年度途中年度途中年度途中年度途中でのでのでのでの対対対対象者象者象者象者のののの増増増増加加加加によるによるによるによる場合場合場合場合
はよりはよりはよりはより一層一層一層一層厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    またまたまたまた、生活保護世、生活保護世、生活保護世、生活保護世帯帯帯帯のののの心心心心臓臓臓臓手術手術手術手術などなどなどなど他他他他のののの更生更生更生更生医医医医療費療費療費療費についてもについてもについてもについても同同同同様様様様でありでありでありであり、早急、早急、早急、早急
なななな見直見直見直見直しをしをしをしを引引引引きききき続続続続きききき強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((6)6)6)6)ドクターへリドクターへリドクターへリドクターへリ運運運運営営営営費費費費にににに係係係係るるるる市町村負市町村負市町村負市町村負担担担担金金金金のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

    本本本本県県県県におけるドクターヘリのにおけるドクターヘリのにおけるドクターヘリのにおけるドクターヘリの運運運運営営営営費費費費についてはについてはについてはについては、、、、県県県県市長市長市長市長会会会会とととと県県県県町村町村町村町村会会会会等等等等のののの要請要請要請要請をををを
受受受受けけけけ、、、、県県県県及及及及びびびび市町村市町村市町村市町村でででで事業運事業運事業運事業運営営営営費費費費をををを負負負負担担担担することをすることをすることをすることを基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方としてとしてとしてとして開始開始開始開始したもしたもしたもしたも
のであるとのであるとのであるとのであると認識認識認識認識していますがしていますがしていますがしていますが、、、、このこのこのこの間、間、間、間、国国国国ではではではでは「「「「ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ特別措置法」特別措置法」特別措置法」特別措置法」がががが成立成立成立成立
しししし、平成、平成、平成、平成20202020年６月年６月年６月年６月にはにはにはには、「、「、「、「ドクターヘリをドクターヘリをドクターヘリをドクターヘリを含含含含むむむむ救急救急救急救急医医医医療体制療体制療体制療体制のののの一層一層一層一層のののの整備」整備」整備」整備」をををを盛盛盛盛りりりり
込込込込んだんだんだんだ「「「「経済経済経済経済財政改革財政改革財政改革財政改革のののの基本方針基本方針基本方針基本方針2008200820082008」」」」がががが閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されされされされ、、、、県県県県負負負負担担担担分分分分についてはについてはについてはについては地方地方地方地方
交付交付交付交付税税税税でででで措置措置措置措置されることとなりましたされることとなりましたされることとなりましたされることとなりました。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、財源措置、財源措置、財源措置、財源措置がががが「普通交付「普通交付「普通交付「普通交付税税税税」」」」でありでありでありであり、必、必、必、必ずしもずしもずしもずしも本事業本事業本事業本事業にににに使用使用使用使用されてされてされてされて
いるとはいるとはいるとはいるとは言言言言いいいい難難難難いことからいことからいことからいことから、平成、平成、平成、平成21212121年３月年３月年３月年３月のののの「特別交付「特別交付「特別交付「特別交付税税税税にににに関関関関するするするする省令省令省令省令のののの一部改一部改一部改一部改
正」正」正」正」においてにおいてにおいてにおいて、都道府、都道府、都道府、都道府県県県県負負負負担担担担分分分分のののの２分２分２分２分のののの１１１１をををを特別地方交付特別地方交付特別地方交付特別地方交付税税税税でででで措置措置措置措置することとされすることとされすることとされすることとされ
たところですたところですたところですたところです。。。。    
    ドクターヘリをドクターヘリをドクターヘリをドクターヘリを利用利用利用利用するするするする方方方方はははは必必必必ずしもずしもずしもずしも地元地元地元地元のののの住民住民住民住民とはとはとはとは限限限限らずらずらずらず、、、、またまたまたまた、三次救急、三次救急、三次救急、三次救急医医医医
療療療療のののの確保確保確保確保についてはについてはについてはについては県県県県のののの役割役割役割役割であるとであるとであるとであると認識認識認識認識しておりしておりしておりしており、、、、さらにさらにさらにさらに、市町村、市町村、市町村、市町村がががが事業費事業費事業費事業費のののの一一一一
部部部部をををを負負負負担担担担しているしているしているしている都道府都道府都道府都道府県県県県はははは、全、全、全、全国国国国的的的的にににに見見見見てもてもてもても稀有稀有稀有稀有なななな例例例例となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    このようにこのようにこのようにこのように、、、、ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ運運運運営営営営費費費費にににに係係係係るるるる財源措置財源措置財源措置財源措置についてはについてはについてはについては、本、本、本、本県県県県でドクターヘでドクターヘでドクターヘでドクターヘ
リをリをリをリを導入導入導入導入したしたしたした当当当当時時時時とはとはとはとは、大、大、大、大きくきくきくきく状状状状況況況況がががが変変変変化化化化していることからしていることからしていることからしていることから、運、運、運、運営営営営費費費費にににに係係係係るるるる市町村市町村市町村市町村
負負負負担担担担についてについてについてについて、、、、廃廃廃廃止止止止もしくはもしくはもしくはもしくは負負負負担担担担割合割合割合割合のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うよううよううよううよう引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((7)7)7)7)水道施設水道施設水道施設水道施設のののの改良改良改良改良・・・・更新事業更新事業更新事業更新事業にににに対対対対するするするする補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて    

    水道施設水道施設水道施設水道施設のののの改良改良改良改良やややや更新更新更新更新にににに係係係係るるるる工事費工事費工事費工事費はははは増増増増加加加加のののの一途一途一途一途をををを辿辿辿辿っておりっておりっておりっており、、、、内内内内部留保資金部留保資金部留保資金部留保資金にににに
乏乏乏乏しいしいしいしい零細零細零細零細なななな水道企業体水道企業体水道企業体水道企業体ではではではでは財源財源財源財源をををを起債起債起債起債にににに頼頼頼頼らざるをらざるをらざるをらざるを得得得得ないないないない状状状状況況況況ですですですです。維持管理費。維持管理費。維持管理費。維持管理費
のののの増増増増大大大大はははは、、、、将来将来将来将来的的的的にににに水道料金水道料金水道料金水道料金のののの高騰高騰高騰高騰をををを招招招招くことになりますくことになりますくことになりますくことになります。安定。安定。安定。安定したしたしたした水道事業水道事業水道事業水道事業をををを運運運運
営営営営するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、県県県県によるによるによるによる維持管理維持管理維持管理維持管理にににに係係係係るるるる補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設をををを引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((8)8)8)8)鉛製水道管取換工事費鉛製水道管取換工事費鉛製水道管取換工事費鉛製水道管取換工事費にににに対対対対するするするする補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて    

    利用者利用者利用者利用者がががが安心安心安心安心してしてしてして飲飲飲飲めるめるめるめる、安全、安全、安全、安全でおいしいでおいしいでおいしいでおいしい水水水水のののの提供提供提供提供にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない、有害、有害、有害、有害なななな鉛鉛鉛鉛がががが水水水水
道水道水道水道水にににに溶溶溶溶けけけけ出出出出すすすす鉛製水道管鉛製水道管鉛製水道管鉛製水道管のののの取取取取りりりり換換換換ええええ工事工事工事工事はははは、水質基準、水質基準、水質基準、水質基準のののの強強強強化化化化もありもありもありもあり、早急、早急、早急、早急にににに整備整備整備整備
するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある重要重要重要重要なななな事業事業事業事業ですですですです。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、財政基盤、財政基盤、財政基盤、財政基盤のののの脆弱脆弱脆弱脆弱なななな水道企業体水道企業体水道企業体水道企業体にとってにとってにとってにとって取換工事費取換工事費取換工事費取換工事費のののの増増増増嵩嵩嵩嵩はははは大大大大きなきなきなきな
負負負負担担担担となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、鉛管等、鉛管等、鉛管等、鉛管等のののの取換取換取換取換えにえにえにえに係係係係るるるる補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設をををを引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    

((((9)9)9)9)健康健康健康健康増増増増進法進法進法進法にににに基基基基づくづくづくづく肝炎肝炎肝炎肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルス検検検検診等診等診等診等のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

    平成平成平成平成18181818年度年度年度年度のののの医医医医療制度改革療制度改革療制度改革療制度改革においてにおいてにおいてにおいて、老人保健法、老人保健法、老人保健法、老人保健法がががが高高高高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする
法律法律法律法律にににに全面改正全面改正全面改正全面改正されたことにされたことにされたことにされたことに伴伴伴伴いいいい、、、、従来従来従来従来、老人保健法、老人保健法、老人保健法、老人保健法にににに基基基基づくづくづくづく老人保健事業老人保健事業老人保健事業老人保健事業としてとしてとしてとして
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実実実実施施施施されてきたされてきたされてきたされてきた肝炎肝炎肝炎肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルス検検検検診等診等診等診等についてはについてはについてはについては、健康、健康、健康、健康増増増増進法第進法第進法第進法第19191919条条条条のののの２２２２にににに基基基基づくづくづくづく健健健健
康康康康増増増増進事業進事業進事業進事業とととと位置付位置付位置付位置付けられけられけられけられ、引、引、引、引きききき続続続続きききき市町村市町村市町村市町村においてにおいてにおいてにおいて実実実実施施施施することとされたところすることとされたところすることとされたところすることとされたところ
ですですですです。。。。    
    こうしたことからこうしたことからこうしたことからこうしたことから、肝炎、肝炎、肝炎、肝炎対対対対策策策策のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、肝炎、肝炎、肝炎、肝炎ウイルスにウイルスにウイルスにウイルスに関関関関するするするする正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識をををを
普及普及普及普及させるとともにさせるとともにさせるとともにさせるとともに、住民、住民、住民、住民がががが自身自身自身自身のののの肝炎肝炎肝炎肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルス感染感染感染感染のののの状状状状況況況況をををを認識認識認識認識しししし、必要、必要、必要、必要にににに応応応応じじじじ
てててて保健指導等保健指導等保健指導等保健指導等をををを受受受受けけけけ、、、、医医医医療機療機療機療機関関関関でででで受診受診受診受診することによりすることによりすることによりすることにより、肝炎、肝炎、肝炎、肝炎によるによるによるによる健康障害健康障害健康障害健康障害をををを回避回避回避回避
しししし、症、症、症、症状状状状をををを軽軽軽軽減減減減しししし、進行、進行、進行、進行をををを遅遅遅遅延延延延させることをさせることをさせることをさせることを目的目的目的目的にににに、、、、40404040歳歳歳歳以上以上以上以上のののの未受未受未受未受検検検検者者者者についについについについ
てててて、肝炎、肝炎、肝炎、肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルス検検検検査査査査をををを実実実実施施施施しているところですしているところですしているところですしているところです。今後。今後。今後。今後ともともともとも、、、、県県県県民民民民のののの健康確保健康確保健康確保健康確保とととと衛衛衛衛
生環境生環境生環境生環境のののの保全保全保全保全のためのためのためのため、健康、健康、健康、健康増増増増進事業進事業進事業進事業にににに基基基基づくづくづくづく肝炎肝炎肝炎肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルス検検検検診等診等診等診等のののの継続実継続実継続実継続実施施施施についについについについ
てててて、、、、国国国国へのへのへのへの働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに、財政的、財政的、財政的、財政的なななな支援支援支援支援をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
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6 6 6 6 都市基盤整備都市基盤整備都市基盤整備都市基盤整備のののの推進推進推進推進    
        

((((1)1)1)1)急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩壊壊壊壊防止事業防止事業防止事業防止事業のののの促進促進促進促進についてについてについてについて    

    このこのこのこの度度度度のののの東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災とととと同同同同様様様様、本、本、本、本県県県県もももも地震地震地震地震のののの切迫性切迫性切迫性切迫性がががが叫叫叫叫ばれておりますばれておりますばれておりますばれております。。。。    
    県県県県ではではではでは急傾斜地急傾斜地急傾斜地急傾斜地のののの崩崩崩崩壊壊壊壊防止工事防止工事防止工事防止工事をををを実実実実施施施施していますがしていますがしていますがしていますが、防災、防災、防災、防災対対対対策上早急策上早急策上早急策上早急なななな整備整備整備整備がががが必必必必
要要要要なためなためなためなため、、、、よりよりよりより一層一層一層一層のののの事業促進及事業促進及事業促進及事業促進及びびびび県県県県民民民民のののの生命、財生命、財生命、財生命、財産産産産をををを積極的積極的積極的積極的にににに守守守守るためのるためのるためのるための特段特段特段特段のののの
配慮配慮配慮配慮をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、町村部、町村部、町村部、町村部にはにはにはには優先順位優先順位優先順位優先順位にににに至至至至らずらずらずらず、未、未、未、未だだだだ数数数数多多多多くのくのくのくの急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩壊壊壊壊危危危危険険険険箇所箇所箇所箇所がががが存在存在存在存在
しているほかしているほかしているほかしているほか、、、、国国国国やややや県県県県のののの事業採事業採事業採事業採択択択択基準、特基準、特基準、特基準、特にににに保全人家保全人家保全人家保全人家戸数戸数戸数戸数にににに至至至至らないらないらないらない危危危危険険険険個所個所個所個所もももも数数数数
多多多多くあることからくあることからくあることからくあることから、早急、早急、早急、早急にににに調調調調査査査査をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、整備、整備、整備、整備についてもについてもについてもについても積極的積極的積極的積極的にににに実実実実施施施施するするするする
ことをことをことをことを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((2)2)2)2)公共用地取得公共用地取得公共用地取得公共用地取得対対対対策策策策のののの制度制度制度制度拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて    

    公共事業公共事業公共事業公共事業にににに伴伴伴伴うううう用地取得用地取得用地取得用地取得についてについてについてについて、次、次、次、次のののの事項事項事項事項をををを国国国国へへへへ強強強強力力力力にににに働働働働きかけるようきかけるようきかけるようきかけるよう要望要望要望要望しししし
ますますますます。。。。    
    
アアアア    公共用地提供者公共用地提供者公共用地提供者公共用地提供者にににに対対対対するするするする長期長期長期長期譲譲譲譲渡所得渡所得渡所得渡所得のののの特別控除特別控除特別控除特別控除のののの復活復活復活復活とととと控除額控除額控除額控除額のののの引上引上引上引上げげげげ    
イイイイ    収収収収用事業用事業用事業用事業にににに係係係係るるるる公共用地公共用地公共用地公共用地のののの代替地代替地代替地代替地にににに対対対対するするするする譲譲譲譲渡所得渡所得渡所得渡所得のののの特別控除額特別控除額特別控除額特別控除額のののの引上引上引上引上げとげとげとげと税税税税
率率率率のののの軽軽軽軽減減減減    

((((3)3)3)3)土地土地土地土地区画区画区画区画整理事業整理事業整理事業整理事業へのへのへのへの財政支援財政支援財政支援財政支援についてについてについてについて    

    土地土地土地土地区画区画区画区画整理事業整理事業整理事業整理事業はははは、道路、公園等、道路、公園等、道路、公園等、道路、公園等のののの都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤のののの整備整備整備整備とととと宅地宅地宅地宅地のののの利用利用利用利用のののの増増増増進進進進をををを図図図図
りりりり、安全、安全、安全、安全・・・・安心安心安心安心なまちづくりやなまちづくりやなまちづくりやなまちづくりや魅力魅力魅力魅力あるあるあるある都市景都市景都市景都市景観観観観のののの形成形成形成形成などになどになどになどに大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを果果果果たしたしたしたし
ていますがていますがていますがていますが、事業遂行、事業遂行、事業遂行、事業遂行にはにはにはには多額多額多額多額のののの事業費事業費事業費事業費をををを要要要要するなどするなどするなどするなど、、、、そのそのそのその実実実実施施施施はははは非常非常非常非常にににに難難難難しくなしくなしくなしくな
っていますっていますっていますっています。。。。    
    組合施行組合施行組合施行組合施行のののの土地土地土地土地区画区画区画区画整理事業整理事業整理事業整理事業についてはについてはについてはについては、、、、県県県県のののの組合等組合等組合等組合等区画区画区画区画整理事業費補助整理事業費補助整理事業費補助整理事業費補助がががが交付交付交付交付
されていますがされていますがされていますがされていますが、公共、公共、公共、公共団団団団体施行体施行体施行体施行のののの場合場合場合場合にはにはにはには県県県県のののの補助制度補助制度補助制度補助制度のののの対対対対象象象象になっていませんになっていませんになっていませんになっていません。。。。    
    計計計計画画画画的的的的なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり、、、、県県県県土整備土整備土整備土整備をををを実実実実施施施施するためするためするためするため、事業主体、事業主体、事業主体、事業主体のののの区区区区分分分分にににに関関関関わらずわらずわらずわらず、土、土、土、土
地地地地区画区画区画区画整理事業整理事業整理事業整理事業のののの実実実実施施施施のためののためののためののための調調調調査査査査費用費用費用費用やややや区画区画区画区画整理地整理地整理地整理地内内内内のののの都市計都市計都市計都市計画画画画道路道路道路道路のののの築造築造築造築造にににに係係係係
るるるる費用費用費用費用などをなどをなどをなどを対対対対象象象象とするとするとするとする、新、新、新、新たなたなたなたな補助制度補助制度補助制度補助制度のののの創設創設創設創設をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((4)4)4)4)無電柱化促進事業無電柱化促進事業無電柱化促進事業無電柱化促進事業についてについてについてについて    

    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな通行通行通行通行区区区区間間間間のののの確保、景確保、景確保、景確保、景観観観観のののの向上、安定向上、安定向上、安定向上、安定したライフラインのしたライフラインのしたライフラインのしたライフラインの実実実実現現現現などをなどをなどをなどを
目的目的目的目的にににに、無電柱化、無電柱化、無電柱化、無電柱化がががが推進推進推進推進されているところですがされているところですがされているところですがされているところですが、現在無電柱化、現在無電柱化、現在無電柱化、現在無電柱化にににに着着着着手手手手しているしているしているしている区区区区
間間間間のののの早期完成早期完成早期完成早期完成とととと未未未未着着着着手手手手区区区区間間間間についてはについてはについてはについては、計、計、計、計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの推進推進推進推進をををを図図図図られますられますられますられます
ようようようよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    特特特特にににに、公共施設、公共施設、公共施設、公共施設からのからのからのからの景景景景観観観観形成形成形成形成をををを先導的先導的先導的先導的にににに進進進進めておりめておりめておりめており、電線共同溝法、電線共同溝法、電線共同溝法、電線共同溝法にににに基基基基づくづくづくづく特特特特
例例例例をををを適用適用適用適用するするするする条条条条件件件件をををを整整整整えているえているえているえている地地地地区区区区についてはについてはについてはについては、無電柱化促進事業、無電柱化促進事業、無電柱化促進事業、無電柱化促進事業にににに着着着着手手手手することすることすることすること
についてについてについてについて早急早急早急早急にににに検検検検討討討討するようするようするようするよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((5)5)5)5)御殿場線ＩＣ御殿場線ＩＣ御殿場線ＩＣ御殿場線ＩＣカードカードカードカード導入導入導入導入について について について について     

    現在現在現在現在県県県県内内内内においてにおいてにおいてにおいて日常生活日常生活日常生活日常生活でででで利用利用利用利用するするするする公共交通公共交通公共交通公共交通でででで、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣカードカードカードカード（Ｓｕｉｃａ等）（Ｓｕｉｃａ等）（Ｓｕｉｃａ等）（Ｓｕｉｃａ等）
がががが使使使使えないのはえないのはえないのはえないのは御殿場線御殿場線御殿場線御殿場線のみでありのみでありのみでありのみであり、非常、非常、非常、非常にににに不便不便不便不便なななな状状状状況況況況ですですですです。。。。    
    またまたまたまた、、、、観観観観光振興光振興光振興光振興のののの観観観観点点点点においてもにおいてもにおいてもにおいても、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ乗乗乗乗車券車券車券車券がががが利用利用利用利用できないためのできないためのできないためのできないための大混大混大混大混雑雑雑雑などなどなどなど
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のののの弊害弊害弊害弊害がががが生生生生じていましたじていましたじていましたじていました。。。。イベントイベントイベントイベント開催時開催時開催時開催時にはにはにはには、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣカードカードカードカード等等等等でででで精算精算精算精算できるできるできるできる特別改特別改特別改特別改
札札札札がががが設置設置設置設置されされされされ、大幅、大幅、大幅、大幅にににに改善改善改善改善されたこともありされたこともありされたこともありされたこともあり、、、、そのそのそのその効効効効果果果果はははは実実実実証証証証されておりますされておりますされておりますされております。。。。    
    よってよってよってよって、今後、今後、今後、今後はははは早期早期早期早期にににに御殿場線各御殿場線各御殿場線各御殿場線各駅駅駅駅へのへのへのへの「簡易型ＩＣ「簡易型ＩＣ「簡易型ＩＣ「簡易型ＩＣ乗乗乗乗車券改札機車券改札機車券改札機車券改札機｣｣｣｣設置等設置等設置等設置等のののの対対対対
応応応応をををを図図図図るようるようるようるよう、、、、国国国国及及及及びびびび事業者事業者事業者事業者にににに働働働働きかけるようきかけるようきかけるようきかけるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    なおなおなおなお、東海旅客、東海旅客、東海旅客、東海旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社ののののＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカード「ＴＯＩＣＡ」「ＴＯＩＣＡ」「ＴＯＩＣＡ」「ＴＯＩＣＡ」はははは、ＰＡＳＭＯ、Ｓｕ、ＰＡＳＭＯ、Ｓｕ、ＰＡＳＭＯ、Ｓｕ、ＰＡＳＭＯ、Ｓｕ
ｉｃａｉｃａｉｃａｉｃａとのとのとのとの相互利用相互利用相互利用相互利用ができないためができないためができないためができないため、、、、これをこれをこれをこれを可能可能可能可能とするようあわせてとするようあわせてとするようあわせてとするようあわせて要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカード導入導入導入導入のののの問題問題問題問題はははは神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、静静静静岡岡岡岡県県県県及及及及びびびび山梨山梨山梨山梨県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても課題課題課題課題
となっているととなっているととなっているととなっていると思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので、３、３、３、３県県県県サミットでのサミットでのサミットでのサミットでの検検検検討討討討・・・・対応対応対応対応もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    
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7 7 7 7 教教教教育振興育振興育振興育振興対対対対策策策策のののの推進推進推進推進    
        

((((1)1)1)1)義務義務義務義務教教教教育育育育のののの水準確保水準確保水準確保水準確保とそのとそのとそのとその財源保障財源保障財源保障財源保障についてについてについてについて    

    そもそもそもそもそもそもそもそも義務義務義務義務教教教教育育育育はははは、、、、国国国国民民民民としてとしてとしてとして共通共通共通共通にににに身身身身につけるべきにつけるべきにつけるべきにつけるべき基礎的資質基礎的資質基礎的資質基礎的資質をををを培培培培うものでうものでうものでうもので
ありありありあり、次世代、次世代、次世代、次世代のののの国国国国民育成民育成民育成民育成のののの基盤基盤基盤基盤ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、全、全、全、全国国国国一律一律一律一律にににに等等等等しくしくしくしく良質良質良質良質のののの義務義務義務義務教教教教
育育育育をををを子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに提供提供提供提供するするするする責務責務責務責務をををを国国国国はははは負負負負っていますっていますっていますっています。。。。    
    義務義務義務義務教教教教育育育育のののの機機機機会会会会均等、均等、均等、均等、教教教教育水準育水準育水準育水準のののの確保確保確保確保のためにのためにのためにのために、、、、国国国国がががが積極的積極的積極的積極的にににに責務責務責務責務をををを果果果果たすととたすととたすととたすとと
もにもにもにもに、義務、義務、義務、義務教教教教育費育費育費育費国国国国庫負庫負庫負庫負担担担担制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しにしにしにしに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、国国国国からからからから地方地方地方地方へへへへ十分十分十分十分かつかつかつかつ確確確確実実実実
なななな税税税税財源移財源移財源移財源移譲譲譲譲をををを行行行行いいいい、地方、地方、地方、地方へのへのへのへの負負負負担担担担転転転転嫁嫁嫁嫁とならないようとならないようとならないようとならないよう財源保障財源保障財源保障財源保障をををを行行行行うことをうことをうことをうことを国国国国にににに
働働働働きかけるようきかけるようきかけるようきかけるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    さらにさらにさらにさらに、平成、平成、平成、平成23232323年度年度年度年度のののの新新新新学学学学習指導要領習指導要領習指導要領習指導要領におけるにおけるにおけるにおける「小「小「小「小学学学学校外校外校外校外国国国国語活動」語活動」語活動」語活動」のののの指導充指導充指導充指導充実実実実
をををを図図図図るためるためるためるため、英語、英語、英語、英語のののの教教教教員免許員免許員免許員免許状状状状をををを持持持持つつつつ教教教教職員及職員及職員及職員及びびびび外外外外国国国国語指導助手（ＡＬＴ）語指導助手（ＡＬＴ）語指導助手（ＡＬＴ）語指導助手（ＡＬＴ）をををを配置配置配置配置
するなどするなどするなどするなど、人材、人材、人材、人材のののの確保及確保及確保及確保及びびびび財政上財政上財政上財政上のののの支援措置支援措置支援措置支援措置をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((2)2)2)2)教教教教育指導体制育指導体制育指導体制育指導体制のののの強強強強化化化化についてについてについてについて    

アアアア    充充充充てててて指導主事指導主事指導主事指導主事のののの配置配置配置配置についてはについてはについてはについては、昨年度要望、昨年度要望、昨年度要望、昨年度要望しているがしているがしているがしているが、具体的、具体的、具体的、具体的なななな支援策支援策支援策支援策につにつにつにつ
いていていていて、、、、あらためてあらためてあらためてあらためて回答回答回答回答することすることすることすること。。。。    
    
イイイイ    本本本本来来来来適切適切適切適切でででで豊豊豊豊かなかなかなかな教教教教育育育育のののの実実実実現現現現のためにのためにのためにのために、小中、小中、小中、小中学学学学校校校校におけるにおけるにおけるにおける教教教教職員定職員定職員定職員定数数数数をををを根本根本根本根本かかかか
らららら見直見直見直見直すことについてすことについてすことについてすことについて、、、、国国国国にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること。。。。    
    またまたまたまた、中、中、中、中学学学学校校校校においてにおいてにおいてにおいて免許外免許外免許外免許外教教教教員員員員をををを生生生生じないためにじないためにじないためにじないために、適正、適正、適正、適正なななな配置配置配置配置となるようとなるようとなるようとなるよう配慮配慮配慮配慮
することすることすることすること。。。。    
    
ウウウウ    教教教教員員員員とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる専専専専門性門性門性門性をををを有有有有するスクールカウンセラーするスクールカウンセラーするスクールカウンセラーするスクールカウンセラー派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業はははは、、、、児児児児童生徒童生徒童生徒童生徒やややや
保護者保護者保護者保護者にとってだけでなくにとってだけでなくにとってだけでなくにとってだけでなく、、、、教教教教員員員員のののの相談相談相談相談などにもなどにもなどにもなどにも対応対応対応対応しししし、、、、学学学学校校校校教教教教育育育育においてにおいてにおいてにおいて、大、大、大、大変変変変
大大大大きなきなきなきな成果成果成果成果をあげているをあげているをあげているをあげている。。。。    
    このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、派遣日、派遣日、派遣日、派遣日数数数数のののの拡拡拡拡大、大、大、大、さらにはさらにはさらにはさらには、小、小、小、小学学学学校校校校へのスクールカウンセへのスクールカウンセへのスクールカウンセへのスクールカウンセ
ラーのラーのラーのラーの配置、配置、配置、配置、学学学学校校校校のののの事情事情事情事情にににに応応応応じたじたじたじた柔軟柔軟柔軟柔軟なななな勤務体制勤務体制勤務体制勤務体制のののの確立確立確立確立などなどなどなど、制度、制度、制度、制度のののの拡拡拡拡充充充充・・・・見直見直見直見直しししし
をすることをすることをすることをすること。。。。    
    またまたまたまた、、、、児児児児童生徒童生徒童生徒童生徒にににに係係係係るるるる諸問題諸問題諸問題諸問題のののの解決解決解決解決にににに際際際際してしてしてして、、、、教教教教育分野育分野育分野育分野のみならずのみならずのみならずのみならず、家庭環境、家庭環境、家庭環境、家庭環境やややや
福祉分野福祉分野福祉分野福祉分野にににに関関関関わるわるわるわる事例事例事例事例がががが増増増増加加加加していることからしていることからしていることからしていることから、、、、スクールソーシャルワーカーのスクールソーシャルワーカーのスクールソーシャルワーカーのスクールソーシャルワーカーの派派派派
遣日遣日遣日遣日数数数数のののの拡拡拡拡大大大大とととと増増増増員員員員をすることをすることをすることをすること。。。。    
    

((((3)3)3)3)少人少人少人少人数学数学数学数学級編制級編制級編制級編制のののの実実実実現現現現についてについてについてについて    

    学学学学級編制基準見直級編制基準見直級編制基準見直級編制基準見直しがしがしがしが行行行行われわれわれわれ、少人、少人、少人、少人数学数学数学数学級編成級編成級編成級編成にににに向向向向かっているがかっているがかっているがかっているが、、、、児児児児童生徒指導童生徒指導童生徒指導童生徒指導
上上上上のののの課題課題課題課題やややや学学学学習指導要領習指導要領習指導要領習指導要領のののの趣旨趣旨趣旨趣旨のののの確確確確実実実実なななな実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる学学学学級編制基準級編制基準級編制基準級編制基準のののの引引引引
下下下下げをげをげをげを国国国国にににに働働働働きかけるようきかけるようきかけるようきかけるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    あわせてあわせてあわせてあわせて全全全全国国国国的的的的なななな少人少人少人少人数学数学数学数学級編制級編制級編制級編制へのへのへのへの取組取組取組取組をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、県県県県としてとしてとしてとして、、、、教教教教員加配員加配員加配員加配をををを県県県県
単独単独単独単独予算予算予算予算でででで措置措置措置措置するなどするなどするなどするなど、少人、少人、少人、少人数数数数授業授業授業授業やややや少人少人少人少人数学数学数学数学級編制級編制級編制級編制のののの実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた対応対応対応対応をををを要望要望要望要望
しますしますしますします。。。。    

((((4)4)4)4)特別支援特別支援特別支援特別支援教教教教育育育育のののの推進推進推進推進にににに係係係係るるるる体制整備体制整備体制整備体制整備についてについてについてについて    

    平成平成平成平成19191919年４月年４月年４月年４月からからからから、全、全、全、全てのてのてのての学学学学校校校校においてにおいてにおいてにおいて特別支援特別支援特別支援特別支援教教教教育育育育がががが実実実実施施施施されていますがされていますがされていますがされていますが、推、推、推、推
進進進進にににに係係係係るるるる教教教教員員員員のののの加配加配加配加配がされていないことからがされていないことからがされていないことからがされていないことから、特別支援、特別支援、特別支援、特別支援教教教教育育育育のののの推進体制整備推進体制整備推進体制整備推進体制整備がががが難難難難しししし
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いいいい状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。    
    障害障害障害障害のあるのあるのあるのある児児児児童生徒童生徒童生徒童生徒のののの教教教教育育育育のののの充充充充実実実実をををを図図図図るるるる上上上上でででで、支援体制、支援体制、支援体制、支援体制のののの整備整備整備整備にににに係係係係るるるる人的、財政人的、財政人的、財政人的、財政
的措置的措置的措置的措置をををを引引引引きききき続続続続きききき国国国国にににに働働働働きかけるようきかけるようきかけるようきかけるよう要望要望要望要望するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、非常、非常、非常、非常
勤講師勤講師勤講師勤講師のののの全校配置全校配置全校配置全校配置やややや臨床心理士等臨床心理士等臨床心理士等臨床心理士等のののの専専専専門的資格門的資格門的資格門的資格をををを有有有有するするするする巡回相談員巡回相談員巡回相談員巡回相談員のののの配置配置配置配置やややや配置配置配置配置ささささ
れているれているれているれている場合場合場合場合にはにはにはには巡回日巡回日巡回日巡回日数数数数をををを増増増増加加加加するなどするなどするなどするなど、人的、財政的支援、人的、財政的支援、人的、財政的支援、人的、財政的支援をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう要望要望要望要望しししし
ますますますます。。。。    
    またまたまたまた、、、、県県県県においてにおいてにおいてにおいて、、、、教教教教育相談育相談育相談育相談コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター養成講座受講修了者養成講座受講修了者養成講座受講修了者養成講座受講修了者についてはについてはについてはについては、、、、
そのそのそのその専専専専門性門性門性門性からからからから授業授業授業授業数数数数減等減等減等減等のののの措置措置措置措置をををを行行行行いいいい十分十分十分十分にコーディネーターのにコーディネーターのにコーディネーターのにコーディネーターの職責職責職責職責がががが果果果果たされたされたされたされ
るようるようるようるよう人的措置人的措置人的措置人的措置をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((5)5)5)5)私立幼稚園就園私立幼稚園就園私立幼稚園就園私立幼稚園就園奨励奨励奨励奨励費補助額費補助額費補助額費補助額のののの引上引上引上引上げについてげについてげについてげについて    

    私立幼稚園就園私立幼稚園就園私立幼稚園就園私立幼稚園就園奨励奨励奨励奨励費補助金費補助金費補助金費補助金はははは、私立幼稚園、私立幼稚園、私立幼稚園、私立幼稚園へへへへ幼幼幼幼児児児児をををを通園通園通園通園させるさせるさせるさせる保護者保護者保護者保護者のののの経済経済経済経済的的的的
負負負負担担担担をををを軽軽軽軽減減減減するためのするためのするためのするための制度制度制度制度としてとしてとしてとして活用活用活用活用されておりされておりされておりされており、、、、国国国国庫補助限度額庫補助限度額庫補助限度額庫補助限度額のののの範範範範囲内囲内囲内囲内でででで実実実実施施施施
されるされるされるされる私立幼稚園就園私立幼稚園就園私立幼稚園就園私立幼稚園就園奨励奨励奨励奨励事業事業事業事業にににに必要必要必要必要なななな事業費事業費事業費事業費にににに対対対対しししし、３分、３分、３分、３分のののの１以１以１以１以内内内内がががが国国国国庫庫庫庫からからからから補補補補
助助助助されることとなっていますされることとなっていますされることとなっていますされることとなっています。。。。このこのこのこの国国国国庫補助額庫補助額庫補助額庫補助額をををを出出出出来来来来るるるる限限限限りりりり３分３分３分３分のののの１１１１へへへへ見直見直見直見直すよすよすよすよ
うううう、、、、国国国国へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((6)6)6)6)養護養護養護養護学学学学校校校校のののの通通通通学学学学にににに関関関関するするするする支援支援支援支援についてについてについてについて    

    県県県県立養護立養護立養護立養護学学学学校校校校ではではではでは、小、小、小、小学学学学部部部部・・・・中中中中学学学学部部部部のののの児児児児童童童童・・・・生徒生徒生徒生徒についてはについてはについてはについては、、、、スクールバスがスクールバスがスクールバスがスクールバスが運運運運
行行行行されていますがされていますがされていますがされていますが、高等部生徒、高等部生徒、高等部生徒、高等部生徒についてはについてはについてはについては、、、、スクールバスのスクールバスのスクールバスのスクールバスの利用規約上利用規約上利用規約上利用規約上はははは利用利用利用利用できできできでき
るようになっているにもるようになっているにもるようになっているにもるようになっているにも関関関関わらずわらずわらずわらず、現、現、現、現実実実実的的的的にはにはにはには利用利用利用利用できないできないできないできない状状状状況況況況ですですですです。。。。    
    このためこのためこのためこのため、高等部生徒、高等部生徒、高等部生徒、高等部生徒についてはについてはについてはについては、公共交通機、公共交通機、公共交通機、公共交通機関関関関をををを利用利用利用利用したしたしたした自主的自主的自主的自主的なななな通通通通学学学学となっとなっとなっとなっ
ておりておりておりており、障、障、障、障がいのがいのがいのがいの関関関関係係係係からからからから自主通自主通自主通自主通学学学学ができないができないができないができない生徒生徒生徒生徒はははは、保護者、保護者、保護者、保護者がががが毎毎毎毎日送迎日送迎日送迎日送迎をををを行行行行ってってってって
いるためいるためいるためいるため保護者保護者保護者保護者にににに相相相相当当当当なななな負負負負担担担担がかかっていますがかかっていますがかかっていますがかかっています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、小、小、小、小学学学学部部部部・・・・中中中中学学学学部部部部とととと同同同同様様様様にににに、高等部、高等部、高等部、高等部もももも自主通自主通自主通自主通学学学学ができないができないができないができない生徒生徒生徒生徒のたのたのたのた
めにスクールバスのめにスクールバスのめにスクールバスのめにスクールバスの運行運行運行運行をををを引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((7)7)7)7)かながわかながわかながわかながわ学学学学びづくりびづくりびづくりびづくり推進地域推進地域推進地域推進地域研研研研究委託事業究委託事業究委託事業究委託事業    

    平成平成平成平成23232323年度年度年度年度にににに「「「「かながわかながわかながわかながわ学学学学びづくりびづくりびづくりびづくり推進地域推進地域推進地域推進地域研研研研究委託事業」究委託事業」究委託事業」究委託事業」をををを展開展開展開展開しししし、各校、各校、各校、各校のののの校校校校
内内内内研研研研究究究究がががが活性化活性化活性化活性化するとするとするとすると共共共共にににに、、、、学学学学校間校間校間校間のののの研研研研究交流、究交流、究交流、究交流、実践実践実践実践交流交流交流交流がががが進進進進んできていますんできていますんできていますんできています。。。。    
    今後今後今後今後はははは、取、取、取、取りりりり組組組組んだことによってんだことによってんだことによってんだことによって明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった成果成果成果成果やややや課題課題課題課題をををを共有化共有化共有化共有化しししし、、、、研研研研究究究究のののの
さらなるさらなるさらなるさらなる充充充充実実実実をををを図図図図りりりり、、、、児児児児童童童童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの学学学学力力力力のののの向上向上向上向上へつなげていくへつなげていくへつなげていくへつなげていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、財政的、財政的、財政的、財政的にににに厳厳厳厳しいしいしいしい自治体自治体自治体自治体にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、県県県県のののの予算措置予算措置予算措置予算措置でこうしたでこうしたでこうしたでこうした事業事業事業事業
をををを展開展開展開展開することですることですることですることで、大、大、大、大学学学学教教教教授等授等授等授等のののの専専専専門的門的門的門的なななな指導指導指導指導をををを継続継続継続継続してしてしてして受受受受けることができけることができけることができけることができ、確、確、確、確かかかか
なななな教教教教育技術等育技術等育技術等育技術等をををを身身身身につけたにつけたにつけたにつけた教教教教職員職員職員職員のののの育成育成育成育成をををを図図図図ることができるとることができるとることができるとることができると考考考考えますえますえますえます。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、本事業、本事業、本事業、本事業のののの継続継続継続継続的的的的なななな展開展開展開展開とととと委託委託委託委託枠枠枠枠のののの拡拡拡拡大大大大をををを強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。 。 。 。     
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ⅢⅢⅢⅢ    そのそのそのその他地域要望他地域要望他地域要望他地域要望    



    
    

1 1 1 1 三浦半島地域要望三浦半島地域要望三浦半島地域要望三浦半島地域要望    
        

((((1)1)1)1)「二子山地「二子山地「二子山地「二子山地区区区区」」」」のののの近郊近郊近郊近郊緑緑緑緑地特別保全地地特別保全地地特別保全地地特別保全地区区区区へのへのへのへの格上格上格上格上げについてげについてげについてげについて（葉山（葉山（葉山（葉山
町）町）町）町）    

    葉山町及葉山町及葉山町及葉山町及びびびび逗子市逗子市逗子市逗子市にににに存存存存するするするする「二子山地「二子山地「二子山地「二子山地区区区区」」」」はははは、三浦半島、三浦半島、三浦半島、三浦半島のののの骨格的骨格的骨格的骨格的なななな緑緑緑緑地地地地をををを形成形成形成形成すすすす
るるるる「逗子「逗子「逗子「逗子・・・・葉山近郊葉山近郊葉山近郊葉山近郊緑緑緑緑地保全地保全地保全地保全区区区区域」域」域」域」にににに位置位置位置位置しておりしておりしておりしており、良好、良好、良好、良好なななな自然環境自然環境自然環境自然環境をををを有有有有していましていましていましていま
すすすす。。。。    
    当当当当該地該地該地該地区区区区はははは、現在、、現在、、現在、、現在、県県県県がががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなり推進推進推進推進しているしているしているしている「三浦半島「三浦半島「三浦半島「三浦半島国営国営国営国営公園設置促進期公園設置促進期公園設置促進期公園設置促進期
成同盟成同盟成同盟成同盟会会会会」」」」においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「国営国営国営国営公園連公園連公園連公園連携携携携地地地地区区区区」」」」とととと位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、このこのこのこの内内内内のののの特特特特にににに良好良好良好良好なななな自然自然自然自然
環境環境環境環境をををを有有有有するするするする地地地地区区区区についてはについてはについてはについては、「近郊、「近郊、「近郊、「近郊緑緑緑緑地特別保全地地特別保全地地特別保全地地特別保全地区区区区」」」」にににに指定指定指定指定しししし保全保全保全保全することがすることがすることがすることが
適切適切適切適切であるであるであるである旨旨旨旨のののの回答回答回答回答とあわせとあわせとあわせとあわせ、、、、国営国営国営国営公園公園公園公園とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった広広広広域的域的域的域的なななな緑緑緑緑地地地地のののの保全保全保全保全のためのためのためのため
にににに、所管部局、所管部局、所管部局、所管部局とととと連連連連携携携携しししし、、、、緑緑緑緑のののの保全保全保全保全とととと活用活用活用活用についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めるめるめるめる旨旨旨旨のののの回答回答回答回答
をををを受受受受けけけけ、葉山町、葉山町、葉山町、葉山町のののの緑緑緑緑のののの基本計基本計基本計基本計画画画画のののの改定改定改定改定をををを平成平成平成平成17171717年度年度年度年度にににに実実実実施施施施しししし、「二子山地、「二子山地、「二子山地、「二子山地区区区区」」」」のののの近近近近
郊郊郊郊緑緑緑緑地特別保全地地特別保全地地特別保全地地特別保全地区区区区へのへのへのへの格上格上格上格上げげげげ指定指定指定指定をををを位置付位置付位置付位置付けたものですけたものですけたものですけたものです。。。。    
    またまたまたまた、、、、県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても神奈川力構想「地域計神奈川力構想「地域計神奈川力構想「地域計神奈川力構想「地域計画画画画」」」」においてにおいてにおいてにおいて、平成、平成、平成、平成19191919年度年度年度年度からからからから取取取取りりりり組組組組
むむむむ主要施策主要施策主要施策主要施策としてとしてとしてとして位置付位置付位置付位置付けていたことからけていたことからけていたことからけていたことから、今後、指定、今後、指定、今後、指定、今後、指定区区区区域域域域のののの検検検検討作業、討作業、討作業、討作業、関関関関係機係機係機係機関関関関
とのとのとのとの調整等、具体調整等、具体調整等、具体調整等、具体なななな指定作業指定作業指定作業指定作業をををを推進推進推進推進していただきしていただきしていただきしていただき早期早期早期早期実実実実現現現現をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((2)2)2)2)逗葉新道逗葉新道逗葉新道逗葉新道のののの無料化無料化無料化無料化とととと県県県県道逗子葉山道逗子葉山道逗子葉山道逗子葉山横横横横須賀線須賀線須賀線須賀線のののの早期延伸早期延伸早期延伸早期延伸についてについてについてについて（葉山（葉山（葉山（葉山
町）町）町）町）    

    平成平成平成平成16161616年３月年３月年３月年３月にににに県県県県道逗子葉山道逗子葉山道逗子葉山道逗子葉山横横横横須賀線（三浦半島中央道）須賀線（三浦半島中央道）須賀線（三浦半島中央道）須賀線（三浦半島中央道）のののの一部一部一部一部がががが開通開通開通開通しししし、周、周、周、周辺辺辺辺
地域地域地域地域のののの利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上がががが図図図図られるとともにられるとともにられるとともにられるとともに国国国国道道道道134134134134号号号号やややや県県県県道道道道207207207207号号号号（森（森（森（森戸戸戸戸海岸線）海岸線）海岸線）海岸線）のののの交交交交
通量通量通量通量がががが緩和緩和緩和緩和されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。。。。このこのこのこの道路道路道路道路のののの開通開通開通開通によりによりによりにより横横横横浜浜浜浜横横横横須賀道路須賀道路須賀道路須賀道路にににに連絡連絡連絡連絡するするするする逗葉逗葉逗葉逗葉
新道新道新道新道やそのやそのやそのやその周周周周辺辺辺辺のののの葉山町道葉山町道葉山町道葉山町道のののの重要性重要性重要性重要性はさらにはさらにはさらにはさらに増増増増しししし、交通量、交通量、交通量、交通量もももも一段一段一段一段とととと増増増増加加加加していましていましていましていま
すすすす。。。。    
    またまたまたまた、、、、県県県県道鎌倉葉山線（道鎌倉葉山線（道鎌倉葉山線（道鎌倉葉山線（旧旧旧旧逗葉新道）逗葉新道）逗葉新道）逗葉新道）のののの渋滞渋滞渋滞渋滞やややや南南南南郷郷郷郷交差交差交差交差点点点点付近付近付近付近のイトーピアやのイトーピアやのイトーピアやのイトーピアや葉葉葉葉
桜桜桜桜住宅地住宅地住宅地住宅地へのへのへのへの流入車流入車流入車流入車両両両両のののの増増増増加加加加などなどなどなど新新新新たなたなたなたな問題問題問題問題もももも発発発発生生生生していますしていますしていますしています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの生活生活生活生活やややや周周周周辺辺辺辺へのへのへのへの交通交通交通交通のののの利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上のためのためのためのため、次、次、次、次のののの措置措置措置措置
がががが講講講講じられるようじられるようじられるようじられるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    
アアアア    早期早期早期早期にににに逗葉新道逗葉新道逗葉新道逗葉新道のののの通行料通行料通行料通行料をををを無料無料無料無料にすることにすることにすることにすること。。。。    
イイイイ    県県県県道逗子葉山道逗子葉山道逗子葉山道逗子葉山横横横横須賀線須賀線須賀線須賀線のののの南南南南郷郷郷郷トンネルトンネルトンネルトンネル入口交差入口交差入口交差入口交差点点点点からからからから先先先先のののの逗子側逗子側逗子側逗子側までまでまでまで早期延伸早期延伸早期延伸早期延伸
することすることすることすること。 。 。 。     
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2 2 2 2 湘南地域要望湘南地域要望湘南地域要望湘南地域要望    
        

((((1)1)1)1)東海道新幹線新東海道新幹線新東海道新幹線新東海道新幹線新駅駅駅駅誘致並誘致並誘致並誘致並びにツインシティびにツインシティびにツインシティびにツインシティ倉見地倉見地倉見地倉見地区区区区まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの整備整備整備整備
促進促進促進促進についてについてについてについて（寒川町）（寒川町）（寒川町）（寒川町）    

    新幹線新新幹線新新幹線新新幹線新駅駅駅駅設置設置設置設置とこれにとこれにとこれにとこれに伴伴伴伴うツインシティのまちづくりはうツインシティのまちづくりはうツインシティのまちづくりはうツインシティのまちづくりは、寒川町、寒川町、寒川町、寒川町はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、
県県県県央央央央・・・・湘南都市湘南都市湘南都市湘南都市圏圏圏圏のののの発発発発展展展展とととと、、、、県県県県土土土土のののの均衡均衡均衡均衡あるあるあるある発発発発展展展展のためにのためにのためにのために、必要不可欠、必要不可欠、必要不可欠、必要不可欠なななな事業事業事業事業とととと考考考考
えていますえていますえていますえています。。。。    
    寒川町寒川町寒川町寒川町でもでもでもでも現在、神奈川現在、神奈川現在、神奈川現在、神奈川県県県県東海道新幹線新東海道新幹線新東海道新幹線新東海道新幹線新駅駅駅駅設置促進期成同盟設置促進期成同盟設置促進期成同盟設置促進期成同盟会会会会等等等等でのでのでのでの誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動
をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、県県県県・・・・平塚市平塚市平塚市平塚市・・・・寒川町寒川町寒川町寒川町がそれぞれのがそれぞれのがそれぞれのがそれぞれの役割役割役割役割をもってをもってをもってをもって事業事業事業事業実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを
鋭鋭鋭鋭意進意進意進意進めているところですがめているところですがめているところですがめているところですが、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで事業事業事業事業にににに伴伴伴伴うううう財源確保財源確保財源確保財源確保はははは大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となっとなっとなっとなっ
ていますていますていますています。。。。    
    県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても、地元、地元、地元、地元のののの状状状状況等況等況等況等をををを理解理解理解理解いただきいただきいただきいただき、財政的支援、財政的支援、財政的支援、財政的支援にににに尽尽尽尽力力力力いただけるよういただけるよういただけるよういただけるよう
要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((2)2)2)2)田端西地田端西地田端西地田端西地区区区区まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて（寒川町）（寒川町）（寒川町）（寒川町）    

    さがみさがみさがみさがみ縦縦縦縦貫道路寒川南貫道路寒川南貫道路寒川南貫道路寒川南インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ周周周周辺辺辺辺のののの田端西地田端西地田端西地田端西地区区区区はははは、町、町、町、町のののの産産産産業集積業集積業集積業集積拠拠拠拠点点点点
としてとしてとしてとして、大、大、大、大変変変変、大、大、大、大きなポテンシャルをきなポテンシャルをきなポテンシャルをきなポテンシャルを持持持持ったったったった地地地地区区区区ですですですです。。。。    
    現在、寒川町現在、寒川町現在、寒川町現在、寒川町ではではではでは地元地地元地地元地地元地権権権権者者者者によるによるによるによる検検検検討組織討組織討組織討組織とととと協協協協働働働働しししし、事業化、事業化、事業化、事業化にににに向向向向けてのけてのけてのけての検検検検討討討討をををを
行行行行っているところですがっているところですがっているところですがっているところですが、事業、事業、事業、事業実実実実施施施施をををを行行行行うためにはうためにはうためにはうためには、人的、技術的、人的、技術的、人的、技術的、人的、技術的なななな課題、企業誘課題、企業誘課題、企業誘課題、企業誘
致致致致やややや財源的財源的財源的財源的なななな問題問題問題問題などなどなどなど、、、、数数数数多多多多くのくのくのくの問題、課題問題、課題問題、課題問題、課題がありますがありますがありますがあります。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、県県県県においてもにおいてもにおいてもにおいても、地元、地元、地元、地元のののの状状状状況等況等況等況等をををを理解理解理解理解いただきいただきいただきいただき、、、、まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに対対対対すすすす
るるるる支援支援支援支援としてとしてとしてとして、事業費、事業費、事業費、事業費にににに対対対対するするするする助成、企業誘致助成、企業誘致助成、企業誘致助成、企業誘致のののの斡旋、業務斡旋、業務斡旋、業務斡旋、業務のののの代行代行代行代行などについてのなどについてのなどについてのなどについての
支援支援支援支援をををを要望要望要望要望しますしますしますします。 。 。 。     

((((3)3)3)3)（（（（仮仮仮仮称称称称）湘南台寒川線）湘南台寒川線）湘南台寒川線）湘南台寒川線のののの整備推進整備推進整備推進整備推進についてについてについてについて（寒川町）（寒川町）（寒川町）（寒川町）    

    （（（（仮仮仮仮称称称称）湘南台寒川線）湘南台寒川線）湘南台寒川線）湘南台寒川線はははは、寒川町北部地域、寒川町北部地域、寒川町北部地域、寒川町北部地域とととと藤藤藤藤沢沢沢沢市湘南台方面市湘南台方面市湘南台方面市湘南台方面とをとをとをとを結結結結ぶぶぶぶ東西交流東西交流東西交流東西交流
幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路としてとしてとしてとして、、、、県県県県のののの「「「「かながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくり計計計計画画画画」」」」にににに位置付位置付位置付位置付けられておりけられておりけられておりけられており、、、、まままま
たたたた、、、、さがみさがみさがみさがみ縦縦縦縦貫道路貫道路貫道路貫道路へのアクセスへのアクセスへのアクセスへのアクセス道路道路道路道路としてとしてとしてとして重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたす道路道路道路道路でもありでもありでもありでもあり、、、、ささささ
らにらにらにらに、東海道新幹線新、東海道新幹線新、東海道新幹線新、東海道新幹線新駅駅駅駅誘致誘致誘致誘致とととと連動連動連動連動してしてしてして進進進進めるツインシティのまちづくりにもめるツインシティのまちづくりにもめるツインシティのまちづくりにもめるツインシティのまちづくりにも密接密接密接密接
にににに関関関関わるわるわるわる道路道路道路道路でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。    
    当当当当該道路整備該道路整備該道路整備該道路整備についてはについてはについてはについては、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも県県県県・・・・町間町間町間町間でででで様々様々様々様々なななな協議協議協議協議をををを重重重重ねねねね、、、、ごごごご協力協力協力協力をいをいをいをい
ただいてきたところですただいてきたところですただいてきたところですただいてきたところです。。。。    
    そうしたそうしたそうしたそうした中、中、中、中、当当当当該道路該道路該道路該道路のののの交通機能交通機能交通機能交通機能のののの役割役割役割役割をををを第一第一第一第一にににに考考考考えながらもえながらもえながらもえながらも、地域、地域、地域、地域コミュニテコミュニテコミュニテコミュニテ
ィ・ィ・ィ・ィ・環境環境環境環境へのへのへのへの影響影響影響影響をををを考慮考慮考慮考慮したルートにてしたルートにてしたルートにてしたルートにて早期早期早期早期のののの都市計都市計都市計都市計画画画画決定決定決定決定をををを目指目指目指目指しているところしているところしているところしているところ
ですですですです。。。。    
    当当当当該道路該道路該道路該道路はははは東西交流東西交流東西交流東西交流のののの役割役割役割役割をををを担担担担いいいい、、、、またまたまたまた、、、、さがみさがみさがみさがみ縦縦縦縦貫道路寒川北貫道路寒川北貫道路寒川北貫道路寒川北インターチェンインターチェンインターチェンインターチェン
ジへのアクセスジへのアクセスジへのアクセスジへのアクセス機能機能機能機能をををを持持持持つつつつ広広広広域的域的域的域的なななな幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路であることからであることからであることからであることから、、、、県県県県におかれましてにおかれましてにおかれましてにおかれまして
はははは、財政的支援、財政的支援、財政的支援、財政的支援をををを含含含含めためためためた整備促進整備促進整備促進整備促進にににに尽尽尽尽力力力力いただきますよういただきますよういただきますよういただきますよう要望要望要望要望しますしますしますします。 。 。 。     

((((4)4)4)4)小田原小田原小田原小田原・・・・厚木道路二宮厚木道路二宮厚木道路二宮厚木道路二宮インターのインターのインターのインターの改良改良改良改良・・・・新規新規新規新規インターチェンジのインターチェンジのインターチェンジのインターチェンジの設置設置設置設置
についてについてについてについて（二宮町（二宮町（二宮町（二宮町・・・・中井町）中井町）中井町）中井町）    

    国国国国道小田原厚木道路道小田原厚木道路道小田原厚木道路道小田原厚木道路にににに設置設置設置設置されているされているされているされている二宮二宮二宮二宮インターはインターはインターはインターは、近年、近年、近年、近年のののの交通車交通車交通車交通車両両両両のののの増増増増大大大大とととと
車車車車両両両両のののの大型化大型化大型化大型化にににに伴伴伴伴ってインターってインターってインターってインター及及及及びそのびそのびそのびその周周周周辺辺辺辺でででで危危危危険険険険なななな状状状状態態態態がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。そのそのそのその主主主主
なななな原因原因原因原因はははは、、、、インターのインターのインターのインターの加減速車線加減速車線加減速車線加減速車線がががが短短短短くくくく近接近接近接近接していることしていることしていることしていること、、、、インターへのインターへのインターへのインターへの出入出入出入出入りがりがりがりが
町道町道町道町道をををを取取取取りりりり込込込込んだんだんだんだ構造構造構造構造になっていることになっていることになっていることになっていること、、、、国国国国道小田原厚木道路道小田原厚木道路道小田原厚木道路道小田原厚木道路トンネルとトンネルとトンネルとトンネルと二宮二宮二宮二宮トントントントン
ネルがネルがネルがネルが近接近接近接近接しししし屈折屈折屈折屈折したしたしたした構造構造構造構造となっていることなどがとなっていることなどがとなっていることなどがとなっていることなどが原因原因原因原因とととと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    
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    周周周周辺辺辺辺市町市町市町市町のののの都市化都市化都市化都市化にににに伴伴伴伴ってってってって交通車交通車交通車交通車両両両両がががが増増増増大大大大していることやしていることやしていることやしていることや、、、、さらにさらにさらにさらに当当当当該地該地該地該地とととと近接近接近接近接
するするするする小田原市小田原市小田原市小田原市やややや中井町中井町中井町中井町ではではではでは大規模開大規模開大規模開大規模開発発発発計計計計画画画画がががが予定予定予定予定されていることなどからされていることなどからされていることなどからされていることなどから、、、、ますまますまますまますま
すすすす交通量交通量交通量交通量のののの増増増増加加加加がががが予測予測予測予測されるされるされるされる事態事態事態事態ですですですです。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、これらのことをこれらのことをこれらのことをこれらのことを考慮考慮考慮考慮されされされされ、、、、国国国国道小田原厚木道路二宮道小田原厚木道路二宮道小田原厚木道路二宮道小田原厚木道路二宮インターのインターのインターのインターの構構構構
造的改良、造的改良、造的改良、造的改良、またまたまたまた、二次的、二次的、二次的、二次的にはにはにはには周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域もももも含含含含めためためためた全体的全体的全体的全体的なななな交通体系交通体系交通体系交通体系のののの視視視視点点点点からからからから、交通、交通、交通、交通
車車車車両両両両がががが円円円円滑滑滑滑にににに走行走行走行走行できるようできるようできるようできるよう新規新規新規新規インターをインターをインターをインターを設置設置設置設置するなどのするなどのするなどのするなどの措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう、、、、国国国国
へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((5)5)5)5)西湘西湘西湘西湘バイパスバイパスバイパスバイパス下下下下りりりり線線線線ランプのランプのランプのランプの設置設置設置設置についてについてについてについて（大磯町（大磯町（大磯町（大磯町・・・・二宮町）二宮町）二宮町）二宮町）    

    西湘西湘西湘西湘バイパスバイパスバイパスバイパス下下下下りりりり線線線線ランプのランプのランプのランプの設置設置設置設置についてはについてはについてはについては、構造的課題、構造的課題、構造的課題、構造的課題やややや相相相相当数当数当数当数のののの用地確保用地確保用地確保用地確保なななな
どどどど困難困難困難困難なななな課題課題課題課題があるとがあるとがあるとがあると認識認識認識認識していますがしていますがしていますがしていますが、、、、国国国国道道道道1111号号号号線線線線のののの混混混混雑雑雑雑緩和及緩和及緩和及緩和及びびびび交通体系網交通体系網交通体系網交通体系網のののの
整備整備整備整備のののの観観観観点点点点からからからから、二宮、二宮、二宮、二宮インターインターインターインター又又又又はははは橘橘橘橘インターインターインターインター下下下下りりりり線線線線ランプをランプをランプをランプを視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた整備整備整備整備をををを
要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、、、、このこのこのこの地域地域地域地域のののの国国国国道道道道1111号号号号はははは、慢性的、慢性的、慢性的、慢性的なななな交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞をををを引引引引きききき起起起起こしていますこしていますこしていますこしています。。。。このここのここのここのこ
とがとがとがとが原因原因原因原因となってとなってとなってとなって、、、、国国国国道道道道1111号号号号をををを走走走走るるるる路線路線路線路線バスのバスのバスのバスの定期運用定期運用定期運用定期運用がががが難難難難しくなってきているこしくなってきているこしくなってきているこしくなってきているこ
とからとからとからとから乗乗乗乗降客降客降客降客がががが減減減減りりりり、路線、路線、路線、路線バスバスバスバス等等等等のののの規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和とあいまってとあいまってとあいまってとあいまって、路線、路線、路線、路線バスのバスのバスのバスの廃廃廃廃止止止止にににに拍車拍車拍車拍車
をををを掛掛掛掛けるけるけるける要因要因要因要因にもなっていますにもなっていますにもなっていますにもなっています。。。。    
    そこでそこでそこでそこで、高速道路無料化社、高速道路無料化社、高速道路無料化社、高速道路無料化社会実験会実験会実験会実験計計計計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき平成平成平成平成22222222年６月年６月年６月年６月からからからから平成平成平成平成23232323年６月年６月年６月年６月まままま
でででで実実実実施施施施されたされたされたされた西湘西湘西湘西湘バイパスのバイパスのバイパスのバイパスの通行料無料化通行料無料化通行料無料化通行料無料化実験実験実験実験のののの成果成果成果成果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、国国国国道１道１道１道１号号号号のののの渋滞渋滞渋滞渋滞
緩和緩和緩和緩和やややや経済経済経済経済活動活動活動活動などのなどのなどのなどの円円円円滑滑滑滑なななな交通確保交通確保交通確保交通確保のためのためのためのため、西湘、西湘、西湘、西湘バイパスのバイパスのバイパスのバイパスの通行料通行料通行料通行料をををを朝夕朝夕朝夕朝夕のののの通勤通勤通勤通勤
時間時間時間時間帯帯帯帯だけでもだけでもだけでもだけでも無料化無料化無料化無料化をををを継続継続継続継続するようするようするようするよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((6)6)6)6)自然環境自然環境自然環境自然環境とととと調和調和調和調和しししし、人、人、人、人々々々々のののの憩憩憩憩いのいのいのいの場場場場となるとなるとなるとなる葛川葛川葛川葛川のののの整備等整備等整備等整備等についてについてについてについて（大（大（大（大
磯町磯町磯町磯町・・・・二宮町二宮町二宮町二宮町・・・・中井町）中井町）中井町）中井町）    

    大磯町大磯町大磯町大磯町・・・・二宮町二宮町二宮町二宮町・・・・中井町中井町中井町中井町のののの３町３町３町３町をををを流流流流れるれるれるれる葛川葛川葛川葛川はははは、、、、そこにそこにそこにそこに住住住住むむむむ人人人人々々々々のののの生活生活生活生活にににに溶溶溶溶けけけけ込込込込
んだんだんだんだ川川川川としてとしてとしてとして親親親親しまれていますしまれていますしまれていますしまれています。３町。３町。３町。３町ではではではでは、、、、このこのこのこの葛川葛川葛川葛川のののの流流流流れをれをれをれを守守守守りりりり、、、、まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに
活活活活かそうとかそうとかそうとかそうと、平成、平成、平成、平成14141414年年年年にににに「葛川「葛川「葛川「葛川サミットサミットサミットサミット」」」」をををを立上立上立上立上げげげげ、、、、これまでこれまでこれまでこれまで啓啓啓啓発発発発活動等、活動等、活動等、活動等、様々様々様々様々なななな
活動活動活動活動をををを行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。またまたまたまた、、、、これらのこれらのこれらのこれらの活動活動活動活動とととと並行並行並行並行してしてしてして、町民、町民、町民、町民ボランティアボランティアボランティアボランティア等等等等のののの活活活活
動動動動もももも活活活活発発発発にににに行行行行われておりわれておりわれておりわれており、行政、行政、行政、行政とととと町民町民町民町民がががが協力協力協力協力しししし、取組、取組、取組、取組をををを行行行行うううう体制体制体制体制がががが整整整整いつつあるといつつあるといつつあるといつつあると
ころですころですころですころです。葛川。葛川。葛川。葛川サミットのサミットのサミットのサミットの目的目的目的目的のののの一一一一つにはつにはつにはつには、葛川、葛川、葛川、葛川にににに清清清清流流流流をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すことがすことがすことがすことが掲掲掲掲げられげられげられげられ
ておりておりておりており、昨今、昨今、昨今、昨今はははは下水道整備下水道整備下水道整備下水道整備やボランティアのやボランティアのやボランティアのやボランティアの清清清清掃活動掃活動掃活動掃活動からからからから、葛川、葛川、葛川、葛川のののの水質水質水質水質はははは改善改善改善改善のののの傾傾傾傾
向向向向にありますにありますにありますにあります。。。。    
    県県県県におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、平成、平成、平成、平成24242424年、年、年、年、25252525年度年度年度年度でででで河川整備計河川整備計河川整備計河川整備計画画画画をををを策定策定策定策定していくとのことしていくとのことしていくとのことしていくとのこと
ですがですがですがですが、３町、３町、３町、３町のののの大切大切大切大切なななな自然財自然財自然財自然財産産産産であるであるであるである葛川葛川葛川葛川がががが、一、一、一、一つのつのつのつの連連連連続続続続したしたしたした流流流流れとしてれとしてれとしてれとして、周、周、周、周囲囲囲囲のののの
自然自然自然自然とととと調和調和調和調和しししし、流域全体、流域全体、流域全体、流域全体がががが水水水水とととと親親親親しめるものとなるためにしめるものとなるためにしめるものとなるためにしめるものとなるために、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる支援及支援及支援及支援及びびびび早期早期早期早期
のののの整備整備整備整備をををを要望要望要望要望しますしますしますします    

((((7)7)7)7)大磯港大磯港大磯港大磯港のののの再整備再整備再整備再整備についてについてについてについて（大磯町）（大磯町）（大磯町）（大磯町）    

    大磯港大磯港大磯港大磯港のののの再整備再整備再整備再整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「大磯港活性化整備計、「大磯港活性化整備計、「大磯港活性化整備計、「大磯港活性化整備計画画画画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、良好、良好、良好、良好でででで快快快快
適適適適なななな港空間港空間港空間港空間のののの早期整備早期整備早期整備早期整備にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでいただいていますんでいただいていますんでいただいていますんでいただいています。。。。そのそのそのその計計計計画画画画のののの後半後半後半後半にににに位位位位
置付置付置付置付けられているけられているけられているけられている「賑「賑「賑「賑わい・わい・わい・わい・交流交流交流交流ゾーンゾーンゾーンゾーン」」」」においてにおいてにおいてにおいて、港、港、港、港湾湾湾湾管理事務所管理事務所管理事務所管理事務所・・・・魚市場魚市場魚市場魚市場やややや飲飲飲飲
食店等食店等食店等食店等のののの施設整備施設整備施設整備施設整備はははは産産産産業業業業・・・・観観観観光光光光のののの発発発発展展展展におけるにおけるにおけるにおける重要重要重要重要なななな施設施設施設施設でありでありでありであり、町及、町及、町及、町及びびびび港港港港湾湾湾湾作業作業作業作業
従従従従事者、港事者、港事者、港事者、港湾湾湾湾利用者利用者利用者利用者などのなどのなどのなどの意見意見意見意見をををを十分取十分取十分取十分取りりりり入入入入れたれたれたれた中中中中でででで、、、、かながわグランドデザインかながわグランドデザインかながわグランドデザインかながわグランドデザイン
実実実実施計施計施計施計画画画画プロジェクトにもありますプロジェクトにもありますプロジェクトにもありますプロジェクトにもあります津波避難津波避難津波避難津波避難対対対対策策策策をををを加加加加えたえたえたえた、高、高、高、高さのあるさのあるさのあるさのある一体的一体的一体的一体的なななな施施施施
設整備設整備設整備設整備にににに向向向向けてけてけてけて取組取組取組取組をををを進進進進めていただくようめていただくようめていただくようめていただくよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((8)8)8)8)大磯海岸防潮堤大磯海岸防潮堤大磯海岸防潮堤大磯海岸防潮堤のののの津波津波津波津波対対対対策策策策についてについてについてについて（大磯町）（大磯町）（大磯町）（大磯町）    

    金目川金目川金目川金目川からからからから大磯港大磯港大磯港大磯港までのまでのまでのまでの防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤はははは、昭和元年、昭和元年、昭和元年、昭和元年にににに築造築造築造築造されされされされ、昭和、昭和、昭和、昭和47474747年年年年からはからはからはからは改修工改修工改修工改修工
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事事事事がががが行行行行われわれわれわれ、平成、平成、平成、平成17171717、、、、18181818年度年度年度年度にはにはにはには神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県がががが耐震補耐震補耐震補耐震補強強強強工事工事工事工事をををを行行行行いいいい現在現在現在現在にににに至至至至っていまっていまっていまっていま
すすすす。。。。    
    現在現在現在現在のののの防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤はははは、津波、津波、津波、津波やややや高潮高潮高潮高潮をををを想定想定想定想定しししし、港、港、港、港湾湾湾湾部部部部でででで約約約約8.58.58.58.5ｍ、海岸部ｍ、海岸部ｍ、海岸部ｍ、海岸部でででで約８ｍ約８ｍ約８ｍ約８ｍのののの整整整整
備備備備がなされていますがなされていますがなされていますがなされています。。。。またまたまたまた、今年３月、今年３月、今年３月、今年３月にににに神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県がががが発発発発表表表表しましたしましたしましたしました津波浸水予測津波浸水予測津波浸水予測津波浸水予測図図図図でででで
はははは当当当当該付近該付近該付近該付近におけるにおけるにおけるにおける最大津波高最大津波高最大津波高最大津波高はははは6.66.66.66.6ｍｍｍｍとなっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、改修工事、改修工事、改修工事、改修工事やややや耐震耐震耐震耐震対対対対策工策工策工策工
事事事事がががが行行行行われてはいるもののわれてはいるもののわれてはいるもののわれてはいるものの、築造、築造、築造、築造されてからされてからされてからされてから約約約約86868686年年年年がががが経経経経過過過過しておりしておりしておりしており、構造物、構造物、構造物、構造物としてとしてとしてとして
津波津波津波津波のののの威力威力威力威力やややや衝衝衝衝撃撃撃撃力力力力にににに耐耐耐耐えられるものとなっているかなどえられるものとなっているかなどえられるものとなっているかなどえられるものとなっているかなど、防潮堤、防潮堤、防潮堤、防潮堤のののの強強強強度度度度につきまにつきまにつきまにつきま
してもしてもしてもしても早急早急早急早急にににに調調調調査査査査いただきいただきいただきいただき、調、調、調、調査査査査結果結果結果結果にににに基基基基づきづきづきづき必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講じることであればじることであればじることであればじることであれば、、、、
早急早急早急早急にににに対応対応対応対応いただきますよういただきますよういただきますよういただきますよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((9)9)9)9)介護報酬並介護報酬並介護報酬並介護報酬並びにびにびにびに障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの報酬報酬報酬報酬にかかるにかかるにかかるにかかる地域地域地域地域区区区区分分分分のののの設定設定設定設定につにつにつにつ
いていていていて（大磯町）（大磯町）（大磯町）（大磯町）    

    介護保介護保介護保介護保険険険険はははは本年４月本年４月本年４月本年４月からからからから第五期計第五期計第五期計第五期計画画画画((((平成平成平成平成24242424年度～平成年度～平成年度～平成年度～平成26262626年度年度年度年度))))のののの期間期間期間期間となりとなりとなりとなり、、、、ここここ
れにれにれにれに伴伴伴伴いいいい介護保介護保介護保介護保険険険険料料料料がががが各市町村各市町村各市町村各市町村でででで見直見直見直見直されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて介護介護介護介護従従従従事者事者事者事者のののの人件費人件費人件費人件費
であるであるであるである介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬についてもについてもについてもについても改定改定改定改定がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    
    介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬についてはについてはについてはについては、介護職員、介護職員、介護職員、介護職員のののの処処処処遇改善遇改善遇改善遇改善をををを目的目的目的目的にににに引引引引きききき上上上上げがげがげがげが行行行行われましたがわれましたがわれましたがわれましたが、、、、
同時同時同時同時にににに介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬のののの地域地域地域地域区区区区分分分分についてもについてもについてもについても見直見直見直見直しがしがしがしが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    
    地域地域地域地域区区区区分見直分見直分見直分見直しのしのしのしの結果、大磯町結果、大磯町結果、大磯町結果、大磯町はははは平成平成平成平成24242424年度以降年度以降年度以降年度以降のののの介護報酬地域介護報酬地域介護報酬地域介護報酬地域区区区区分分分分についてについてについてについて、、、、
現行同現行同現行同現行同様様様様のののの上上上上乗乗乗乗せのないせのないせのないせのない「「「「そのそのそのその他地域」他地域」他地域」他地域」とされていますがとされていますがとされていますがとされていますが、大磯町、大磯町、大磯町、大磯町のののの周周周周辺辺辺辺市町市町市町市町をををを見見見見
たたたた場合、西場合、西場合、西場合、西にににに隣隣隣隣接接接接するするするする二宮町二宮町二宮町二宮町はははは今回今回今回今回のののの見直見直見直見直しによりしによりしによりしにより「６級地「６級地「６級地「６級地((((３％上３％上３％上３％上乗乗乗乗せせせせ))))」」」」にににに、、、、まままま
たたたた東東東東にににに隣隣隣隣接接接接するするするする平塚市平塚市平塚市平塚市はははは「５級地「５級地「５級地「５級地((((６％上６％上６％上６％上乗乗乗乗せせせせ))))」」」」にににに見直見直見直見直されされされされ、生活、生活、生活、生活圏圏圏圏がががが同一同一同一同一とととと考考考考ええええ
られるられるられるられる湘南西部地域湘南西部地域湘南西部地域湘南西部地域のののの中中中中でででで大磯町１町大磯町１町大磯町１町大磯町１町だけがだけがだけがだけが上上上上乗乗乗乗せのないせのないせのないせのない地域地域地域地域となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    またまたまたまた、、、、このこのこのこの地域地域地域地域区区区区分分分分はははは、介護報酬、介護報酬、介護報酬、介護報酬だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの報酬報酬報酬報酬についてについてについてについて
もももも同同同同様様様様とされていますがとされていますがとされていますがとされていますが、障害福祉、障害福祉、障害福祉、障害福祉サービスをサービスをサービスをサービスを含含含含めめめめ、介護、介護、介護、介護従従従従事職員事職員事職員事職員のののの行行行行うサービスうサービスうサービスうサービス
のののの質質質質にににに地域差地域差地域差地域差などはなくなどはなくなどはなくなどはなく、地域、地域、地域、地域区区区区分分分分をををを設定設定設定設定するするするする必要必要必要必要があるのであればがあるのであればがあるのであればがあるのであれば、市町村、市町村、市町村、市町村ごとごとごとごと
のののの決定決定決定決定ではなくではなくではなくではなく、生活、生活、生活、生活圏圏圏圏をををを同同同同じくするなどもっとじくするなどもっとじくするなどもっとじくするなどもっと広広広広域域域域でのでのでのでの設定設定設定設定についてについてについてについて、、、、県県県県からからからから国国国国
へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
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3 3 3 3 足柄上地域要望足柄上地域要望足柄上地域要望足柄上地域要望    
        

((((1)1)1)1)都市計都市計都市計都市計画画画画道路和田河原開成大井線道路和田河原開成大井線道路和田河原開成大井線道路和田河原開成大井線のののの建設建設建設建設についてについてについてについて（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）    

    都市計都市計都市計都市計画画画画道路和田河原開成大井線道路和田河原開成大井線道路和田河原開成大井線道路和田河原開成大井線はははは、主要地方道小田原山北線、主要地方道小田原山北線、主要地方道小田原山北線、主要地方道小田原山北線とととと国国国国道道道道255255255255号号号号をををを結結結結
ぶぶぶぶ、足柄地域、足柄地域、足柄地域、足柄地域のののの新新新新たなたなたなたな東西連絡道東西連絡道東西連絡道東西連絡道でありでありでありであり、地域全体、地域全体、地域全体、地域全体のののの将来将来将来将来のまちづくりにおいてのまちづくりにおいてのまちづくりにおいてのまちづくりにおいて重重重重
要要要要なななな役割役割役割役割をををを担担担担うううう路線路線路線路線としてとしてとしてとして、早期整備、早期整備、早期整備、早期整備がががが期待期待期待期待されていますされていますされていますされています。。。。    
    平成平成平成平成18181818年度年度年度年度からからからから県県県県事業事業事業事業としてとしてとしてとして、「酒、「酒、「酒、「酒匂匂匂匂川２川２川２川２号号号号橋」橋」橋」橋」のののの整備整備整備整備にににに着着着着手手手手されされされされ、平成、平成、平成、平成21212121年年年年
度、酒度、酒度、酒度、酒匂匂匂匂川２川２川２川２号号号号橋橋橋橋からからからから国国国国道道道道255255255255号号号号までのまでのまでのまでの区区区区間間間間がががが、「、「、「、「かながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくり計計計計画画画画」」」」にににに
事業化事業化事業化事業化検検検検討箇所討箇所討箇所討箇所としてとしてとしてとして位置付位置付位置付位置付けられましたけられましたけられましたけられました。。。。    
    当当当当該路線該路線該路線該路線のののの建設建設建設建設はははは、周、周、周、周辺辺辺辺地域地域地域地域のののの交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの解消、都市防災機能解消、都市防災機能解消、都市防災機能解消、都市防災機能のののの強強強強化、化、化、化、さらにはさらにはさらにはさらには
足柄地域足柄地域足柄地域足柄地域のののの経済経済経済経済のののの活性化等、活性化等、活性化等、活性化等、そのそのそのその効効効効果果果果はははは多大多大多大多大なものがなものがなものがなものが期待期待期待期待されますのでされますのでされますのでされますので、酒、酒、酒、酒匂匂匂匂川２川２川２川２
号号号号橋橋橋橋のののの早期建設及早期建設及早期建設及早期建設及びびびび県県県県によるによるによるによる全全全全区区区区間間間間のののの早期事業化早期事業化早期事業化早期事業化をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((2)2)2)2)県県県県道道道道711711711711号号号号（小田原松田）（小田原松田）（小田原松田）（小田原松田）のののの信信信信号号号号機機機機増増増増設設設設についてについてについてについて（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）    

    県県県県道道道道711711711711号号号号（小田原松田）（小田原松田）（小田原松田）（小田原松田）のののの大井町大井町大井町大井町区区区区間間間間におけるにおけるにおけるにおける信信信信号号号号機機機機につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、これまこれまこれまこれま
でにでにでにでに、要望箇所、要望箇所、要望箇所、要望箇所のののの７交差７交差７交差７交差点点点点のうちのうちのうちのうち４箇所４箇所４箇所４箇所についてはについてはについてはについては設置設置設置設置がされたことによりがされたことによりがされたことによりがされたことにより、交差、交差、交差、交差
点点点点部部部部のののの安全確保安全確保安全確保安全確保がががが図図図図られていますられていますられていますられています。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、未設置、未設置、未設置、未設置のののの３箇所３箇所３箇所３箇所につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、交差、交差、交差、交差点点点点周周周周辺辺辺辺にににに学学学学校校校校やややや福祉施設、福祉施設、福祉施設、福祉施設、
民間企業等民間企業等民間企業等民間企業等がががが立地立地立地立地しているほかしているほかしているほかしているほか、多、多、多、多くのくのくのくの農地農地農地農地がががが存在存在存在存在しししし、、、、学学学学生生生生やややや企業企業企業企業関関関関係者及係者及係者及係者及びびびび地域地域地域地域
住民住民住民住民がががが日常的日常的日常的日常的にににに信信信信号号号号機機機機のないのないのないのない交差交差交差交差点点点点をををを横断横断横断横断しているしているしているしている状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。    
    こうしたこうしたこうしたこうした中中中中にあってにあってにあってにあって、近年、信、近年、信、近年、信、近年、信号号号号機未設置交差機未設置交差機未設置交差機未設置交差点点点点周周周周辺辺辺辺のののの町道等町道等町道等町道等がががが整備整備整備整備されたこされたこされたこされたこ
とととと。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、平成、平成、平成、平成22222222年度年度年度年度にはにはにはには、、、、当当当当該道路該道路該道路該道路がががが全線供用開始全線供用開始全線供用開始全線供用開始されたことからされたことからされたことからされたことから、、、、ますまますまますまますま
すすすす交通量交通量交通量交通量がががが増増増増加加加加しているしているしているしている状状状状況況況況にありにありにありにあり、地域、地域、地域、地域からはからはからはからは交差交差交差交差点点点点のののの閉鎖解除閉鎖解除閉鎖解除閉鎖解除やややや安全安全安全安全対対対対策策策策をををを求求求求
めるめるめるめる声声声声がががが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに高高高高まっていますまっていますまっていますまっています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、こうしたこうしたこうしたこうした状状状状況況況況をををを考慮考慮考慮考慮いただきいただきいただきいただき、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの交通安全交通安全交通安全交通安全をををを確保確保確保確保するたするたするたするた
めめめめ、早期、早期、早期、早期のののの信信信信号号号号機機機機のののの設置設置設置設置をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((3)3)3)3)都市計都市計都市計都市計画画画画道路山北開成小田原線道路山北開成小田原線道路山北開成小田原線道路山北開成小田原線のののの信信信信号号号号機設置機設置機設置機設置についてについてについてについて（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）    

    現在、開成町牛島地現在、開成町牛島地現在、開成町牛島地現在、開成町牛島地内内内内においてにおいてにおいてにおいて都市計都市計都市計都市計画画画画道路山北開成小田原線道路山北開成小田原線道路山北開成小田原線道路山北開成小田原線のののの整備整備整備整備がががが進進進進められめられめられめられ
ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、このこのこのこの都市計都市計都市計都市計画画画画道路道路道路道路とととと交差交差交差交差するするするする町道町道町道町道はははは、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの生活道路生活道路生活道路生活道路としてとしてとしてとして、、、、
交通量交通量交通量交通量がががが非常非常非常非常にににに多多多多いいいい道路道路道路道路となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    またまたまたまた、、、、このこのこのこの町道町道町道町道はははは、小田急線開成、小田急線開成、小田急線開成、小田急線開成駅駅駅駅をををを利用利用利用利用するするするする地域住民地域住民地域住民地域住民がががが通勤通勤通勤通勤・・・・通通通通学学学学などになどになどになどに利用利用利用利用
するするするする道路道路道路道路であるとともにであるとともにであるとともにであるとともに、周、周、周、周辺辺辺辺にはにはにはには幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや医医医医療機療機療機療機関関関関がががが立地立地立地立地していることからしていることからしていることからしていることから、都、都、都、都
市計市計市計市計画画画画道路道路道路道路のののの新設新設新設新設にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、歩歩歩歩行者行者行者行者のののの横断横断横断横断時時時時のののの交通安全交通安全交通安全交通安全対対対対策策策策にににに万全万全万全万全をををを期期期期すすすす必要必要必要必要があがあがあがあ
りますりますりますります。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、こうしたこうしたこうしたこうした状状状状況況況況をををを考慮考慮考慮考慮いただきいただきいただきいただき、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの交通安全交通安全交通安全交通安全をををを確保確保確保確保するたするたするたするた
めめめめ、都市計、都市計、都市計、都市計画画画画道路道路道路道路のののの整備整備整備整備とあわせたとあわせたとあわせたとあわせた信信信信号号号号機機機機のののの設置設置設置設置をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((4)4)4)4)酒酒酒酒匂匂匂匂川川川川のののの河川環境河川環境河川環境河川環境のののの保全保全保全保全にににに向向向向けたけたけたけた管理事業管理事業管理事業管理事業のののの拡拡拡拡大大大大についてについてについてについて（足柄上（足柄上（足柄上（足柄上
郡）郡）郡）郡）    

    酒酒酒酒匂匂匂匂川川川川はそのはそのはそのはその松並木松並木松並木松並木やややや富士箱根連山、周富士箱根連山、周富士箱根連山、周富士箱根連山、周辺辺辺辺のののの田園景田園景田園景田園景観観観観などとともになどとともになどとともになどとともに優優優優れたれたれたれた自然景自然景自然景自然景
観観観観をををを構成構成構成構成しししし、周、周、周、周辺辺辺辺市町市町市町市町のののの住民住民住民住民からからからから深深深深くくくく愛愛愛愛されておりされておりされておりされており、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川県県県県のののの水源水源水源水源としてもとしてもとしてもとしても非常非常非常非常
にににに貴重貴重貴重貴重なななな財財財財産産産産でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、酒、酒、酒、酒匂匂匂匂川左岸川左岸川左岸川左岸のののの堤防堤防堤防堤防区区区区域域域域内内内内はははは、管理用道路、管理用道路、管理用道路、管理用道路がががが開放開放開放開放されておりされておりされておりされており、車、車、車、車がががが
自由自由自由自由にににに往往往往来来来来できるというできるというできるというできるという特殊性特殊性特殊性特殊性からからからから、不法投棄、不法投棄、不法投棄、不法投棄がががが多多多多発発発発しているしているしているしている状状状状況況況況にありにありにありにあり、流域市、流域市、流域市、流域市
町町町町ではではではでは、環境、環境、環境、環境やややや景景景景観観観観等等等等のののの改善改善改善改善をををを図図図図るためるためるためるため、、、、毎毎毎毎年、不法投棄物年、不法投棄物年、不法投棄物年、不法投棄物のののの撤去撤去撤去撤去やややや堤防法面堤防法面堤防法面堤防法面のののの草草草草

-41-



刈刈刈刈りをりをりをりを実実実実施施施施していますしていますしていますしています。。。。    
    こうしたこうしたこうしたこうした取組取組取組取組によってによってによってによって、不法投棄、不法投棄、不法投棄、不法投棄もももも減少減少減少減少しししし、環境、環境、環境、環境やややや景景景景観観観観もももも改善改善改善改善されてきていますされてきていますされてきていますされてきています
がががが、平成、平成、平成、平成22222222年度年度年度年度よりよりよりより「不法投棄「不法投棄「不法投棄「不法投棄・・・・散散散散乱乱乱乱ごみごみごみごみ総総総総合合合合対対対対策推進事業市町村補助金交付事策推進事業市町村補助金交付事策推進事業市町村補助金交付事策推進事業市町村補助金交付事
業」業」業」業」がががが休止休止休止休止されたこともありされたこともありされたこともありされたこともあり、流域市町、流域市町、流域市町、流域市町においてはにおいてはにおいてはにおいては関関関関係係係係するするするする事業事業事業事業経経経経費費費費がががが膨膨膨膨らみらみらみらみ、大、大、大、大
きなきなきなきな財政負財政負財政負財政負担担担担となっているとなっているとなっているとなっている状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。    
    河川河川河川河川区区区区域域域域内内内内のののの環境環境環境環境やややや景景景景観観観観のののの保全保全保全保全はははは、本、本、本、本来来来来、河川管理者、河川管理者、河川管理者、河川管理者がががが行行行行うべきものであることうべきものであることうべきものであることうべきものであること
からからからから、足柄上地域、足柄上地域、足柄上地域、足柄上地域のののの酒酒酒酒匂匂匂匂川左岸川左岸川左岸川左岸のののの特殊性特殊性特殊性特殊性をををを考慮考慮考慮考慮されされされされ、不法投棄、不法投棄、不法投棄、不法投棄のののの撤去及撤去及撤去及撤去及びびびび河川河川河川河川区区区区域域域域
内内内内のののの草刈草刈草刈草刈りりりり等、年間等、年間等、年間等、年間をををを通通通通じたじたじたじた河川管理河川管理河川管理河川管理についてについてについてについて、、、、よりよりよりより一層、事業一層、事業一層、事業一層、事業のののの拡拡拡拡大大大大にににに努努努努められめられめられめられ
ますようますようますようますよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    特特特特にににに、草刈、草刈、草刈、草刈にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、景、景、景、景観観観観のののの維持及維持及維持及維持及びびびび不法投棄防止不法投棄防止不法投棄防止不法投棄防止にににに非常非常非常非常にににに効効効効果果果果がががが高高高高いこいこいこいこ
とからとからとからとから、、、、そのそのそのその積極的積極的積極的積極的なななな実実実実施施施施をををを強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((5)5)5)5)小田急開成小田急開成小田急開成小田急開成駅駅駅駅前前前前へのへのへのへの交番設置交番設置交番設置交番設置についてについてについてについて（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）（足柄上郡）    

    昭和昭和昭和昭和60606060年３月年３月年３月年３月のののの小田急線開成小田急線開成小田急線開成小田急線開成駅駅駅駅のののの開設以開設以開設以開設以来来来来、開成、開成、開成、開成駅駅駅駅をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした地域地域地域地域のののの人口人口人口人口増増増増加加加加
がががが進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    
    開成開成開成開成駅駅駅駅駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺はははは高層高層高層高層マンションやマンションやマンションやマンションや戸戸戸戸建住宅建住宅建住宅建住宅のののの建設、大型建設、大型建設、大型建設、大型スーパーのスーパーのスーパーのスーパーの開店開店開店開店などがなどがなどがなどが進進進進
んでおりんでおりんでおりんでおり、平成、平成、平成、平成22222222年４月年４月年４月年４月にはにはにはには駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺のののの児児児児童童童童がががが通通通通うううう開成南小開成南小開成南小開成南小学学学学校校校校がががが開校開校開校開校するとともするとともするとともするととも
にににに、平成、平成、平成、平成20202020年年年年・・・・23232323年年年年にはにはにはには新新新新たにたにたにたに２２２２つのつのつのつの金融機金融機金融機金融機関関関関がががが開設開設開設開設されていますされていますされていますされています。。。。    
    平成平成平成平成23232323年４月年４月年４月年４月からはからはからはからは開成開成開成開成駅駅駅駅前連絡所前連絡所前連絡所前連絡所へのへのへのへの交番相談員交番相談員交番相談員交番相談員のののの派遣等派遣等派遣等派遣等をををを実実実実施施施施していただいしていただいしていただいしていただい
ておりますがておりますがておりますがておりますが、現在施行中、現在施行中、現在施行中、現在施行中のののの南部地南部地南部地南部地区区区区土地土地土地土地区画区画区画区画整理事業及整理事業及整理事業及整理事業及びびびび（（（（仮仮仮仮称称称称）酒）酒）酒）酒匂匂匂匂川２川２川２川２号号号号橋橋橋橋
のののの建設建設建設建設によりによりによりにより、、、、このこのこのこの地域地域地域地域がさらにがさらにがさらにがさらに発発発発展展展展することはすることはすることはすることは確確確確実実実実なななな状状状状況況況況となっておりとなっておりとなっておりとなっており、地域住、地域住、地域住、地域住
民民民民のののの安全安全安全安全とととと治安治安治安治安のののの維持維持維持維持のためのためのためのため、町、町、町、町内内内内のののの吉田島駐在所及吉田島駐在所及吉田島駐在所及吉田島駐在所及びびびび延延延延沢沢沢沢駐在所駐在所駐在所駐在所にににに加加加加ええええ、新、新、新、新たにたにたにたに
開成開成開成開成駅駅駅駅前前前前にににに交番交番交番交番をををを設置設置設置設置することをすることをすることをすることを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((6)6)6)6)酒酒酒酒匂匂匂匂川左岸道路川左岸道路川左岸道路川左岸道路のののの延伸延伸延伸延伸についてについてについてについて（松田町（松田町（松田町（松田町・・・・山北町）山北町）山北町）山北町）    

    国国国国道道道道255255255255号号号号及及及及びびびび246246246246号号号号のののの慢性的慢性的慢性的慢性的なななな交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞をををを解消解消解消解消するためするためするためするため計計計計画画画画されたされたされたされた酒酒酒酒匂匂匂匂川左岸道川左岸道川左岸道川左岸道
路路路路はははは、、、、既既既既にににに小田原市小田原市小田原市小田原市からからからから大井町大井町大井町大井町までまでまでまで昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから供用開始供用開始供用開始供用開始されていますされていますされていますされています。。。。    
    しかししかししかししかし、松田町、松田町、松田町、松田町からからからから山北町山北町山北町山北町のののの大口橋大口橋大口橋大口橋までのまでのまでのまでの区区区区間間間間はははは、「、「、「、「かながわかながわかながわかながわ交通計交通計交通計交通計画画画画」」」」にににに位置位置位置位置
付付付付けられていないためけられていないためけられていないためけられていないため、松田町、松田町、松田町、松田町とととと山北町山北町山北町山北町とととと共同共同共同共同でででで、酒、酒、酒、酒匂匂匂匂川左岸道路川左岸道路川左岸道路川左岸道路のののの北部延伸北部延伸北部延伸北部延伸につにつにつにつ
いていていていて、調、調、調、調査査査査・・・・研研研研究究究究をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、県県県県にににに対対対対してしてしてして当当当当該計該計該計該計画画画画へのへのへのへの位置位置位置位置づけをづけをづけをづけを要望要望要望要望してしてしてして
まいりましたがまいりましたがまいりましたがまいりましたが、、、、県県県県からのからのからのからの回答回答回答回答はははは「今後、「今後、「今後、「今後、かながわかながわかながわかながわ交通計交通計交通計交通計画画画画をををを見直見直見直見直すすすす際際際際にににに検検検検討討討討すすすす
るるるる。」。」。」。」というものでしたというものでしたというものでしたというものでした。。。。    
    しかししかししかししかし、本要望路線、本要望路線、本要望路線、本要望路線はははは災害時災害時災害時災害時などのなどのなどのなどの国国国国道道道道246246246246号号号号のののの代替輸送路代替輸送路代替輸送路代替輸送路としてとしてとしてとして重要重要重要重要なななな路線路線路線路線でででで
あるためあるためあるためあるため、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける被災地支援被災地支援被災地支援被災地支援のののの教教教教訓訓訓訓をををを生生生生かしかしかしかし、速、速、速、速やかにやかにやかにやかに「「「「かながわかながわかながわかながわ
交通計交通計交通計交通計画画画画」」」」のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行っていただきっていただきっていただきっていただき、本路線、本路線、本路線、本路線をををを計計計計画画画画にににに位置付位置付位置付位置付けるようけるようけるようけるよう要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    

((((7)7)7)7)東名高速道路秦野中井東名高速道路秦野中井東名高速道路秦野中井東名高速道路秦野中井インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ周周周周辺辺辺辺におけるにおけるにおけるにおける都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用
についてについてについてについて（中井町）（中井町）（中井町）（中井町）    

    県県県県のののの「「「「かながわかながわかながわかながわ都市都市都市都市マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン」」」」のののの施策方針施策方針施策方針施策方針についてはについてはについてはについては、「、「、「、「インターチェンインターチェンインターチェンインターチェン
ジジジジ周周周周辺辺辺辺などにおけるなどにおけるなどにおけるなどにおける計計計計画画画画的的的的なななな産産産産業業業業・・・・物流機能等物流機能等物流機能等物流機能等のののの誘導策」誘導策」誘導策」誘導策」がががが打打打打ちちちち出出出出されていますされていますされていますされています。。。。    
    本本本本圏圏圏圏域域域域についてもについてもについてもについても同同同同プランのプランのプランのプランの方向性方向性方向性方向性にににに沿沿沿沿ってってってって、日本、日本、日本、日本のののの経済経済経済経済活動活動活動活動をををを支支支支えるえるえるえる道路道路道路道路であであであであ
るるるる東名高速道路東名高速道路東名高速道路東名高速道路のののの秦野中井秦野中井秦野中井秦野中井インターチェンジのインターチェンジのインターチェンジのインターチェンジの要衝要衝要衝要衝拠拠拠拠点点点点をををを活用活用活用活用しししし、環境、環境、環境、環境へのへのへのへの負負負負担担担担軽軽軽軽
減減減減をををを図図図図ったったったった新新新新たなたなたなたな産産産産業業業業拠拠拠拠点点点点のののの集積整備集積整備集積整備集積整備をををを計計計計画画画画していますしていますしていますしています。。。。    
    これらのこれらのこれらのこれらの整備整備整備整備についてはについてはについてはについては、「、「、「、「グリーンテクなかいグリーンテクなかいグリーンテクなかいグリーンテクなかい」」」」をはじめをはじめをはじめをはじめ、近、近、近、近隣隣隣隣市町市町市町市町とととと一体的一体的一体的一体的
なななな都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用をををを図図図図ることでることでることでることで将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって、地域、地域、地域、地域のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした魅力魅力魅力魅力あるあるあるある持持持持
続続続続可能可能可能可能なまちづくりをなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりを構築構築構築構築していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、広広広広域的域的域的域的なななな視視視視点点点点にににに立立立立ったったったった都市都市都市都市のののの形成、形成、形成、形成、
さらにはさらにはさらにはさらには地域雇用地域雇用地域雇用地域雇用のののの拡拡拡拡大大大大によるによるによるによる地域地域地域地域経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図ることをることをることをることを目指目指目指目指しておりしておりしておりしており、次回、次回、次回、次回
のののの線引線引線引線引きききき見直見直見直見直しをしをしをしを視野視野視野視野にににに、地、地、地、地権権権権者者者者やややや地域住民、地域住民、地域住民、地域住民、関関関関係市町係市町係市町係市町とのとのとのとの調整等調整等調整等調整等をををを進進進進めながらめながらめながらめながら諸諸諸諸
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課題課題課題課題のののの解決解決解決解決にににに向向向向けけけけ事業事業事業事業のののの着着着着実実実実なななな推進推進推進推進をををを図図図図ってまいりますのでってまいりますのでってまいりますのでってまいりますので、、、、関関関関係部局係部局係部局係部局のののの特段特段特段特段のののの支支支支
援援援援をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
        

((((8)8)8)8)中井町南部地中井町南部地中井町南部地中井町南部地区区区区のののの事業化事業化事業化事業化へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて（中井町）（中井町）（中井町）（中井町）    

    中井町中井町中井町中井町のののの南部地南部地南部地南部地区区区区32323232ヘクタールについてはヘクタールについてはヘクタールについてはヘクタールについては、第６回線引、第６回線引、第６回線引、第６回線引きききき見直見直見直見直しにおいてしにおいてしにおいてしにおいて３度目３度目３度目３度目
のののの特定保留特定保留特定保留特定保留区区区区域域域域にににに位置付位置付位置付位置付けられけられけられけられ、、、、関関関関係者係者係者係者とととと連連連連携携携携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用都市的土地利用のののの実実実実現現現現
にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが、依然、依然、依然、依然厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況がががが続続続続いておりますいておりますいておりますいております。。。。    
    そうしたそうしたそうしたそうした中、中、中、中、県県県県がががが推進推進推進推進しているしているしているしている「「「「かながわスマートエネルギーかながわスマートエネルギーかながわスマートエネルギーかながわスマートエネルギー構想」構想」構想」構想」のメガソーのメガソーのメガソーのメガソー
ラーをラーをラーをラーを含含含含むむむむ大規模太陽光大規模太陽光大規模太陽光大規模太陽光発発発発電施設電施設電施設電施設をををを誘致誘致誘致誘致するするするする候補地候補地候補地候補地としてとしてとしてとして採採採採択択択択されされされされ、、、、当当当当該地該地該地該地区区区区へへへへ進進進進
出出出出をををを希望希望希望希望するするするする企業企業企業企業からのからのからのからの申申申申しししし込込込込みがあったみがあったみがあったみがあった旨旨旨旨のののの報告報告報告報告をををを受受受受けておりますけておりますけておりますけております。。。。    
    中井町中井町中井町中井町としてもとしてもとしてもとしても、、、、このこのこのこの南部地南部地南部地南部地区区区区をををを大規模大規模大規模大規模発発発発電施設電施設電施設電施設のののの事業用地事業用地事業用地事業用地としてとしてとしてとして活用活用活用活用がががが決定決定決定決定ささささ
れたれたれたれた暁暁暁暁にはにはにはには、再生可能、再生可能、再生可能、再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー等等等等をををを活活活活かしたかしたかしたかした町町町町のののの活性化活性化活性化活性化のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして位置付位置付位置付位置付けてけてけてけて
おりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、県県県県としてもメガソーラーのとしてもメガソーラーのとしてもメガソーラーのとしてもメガソーラーの実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた特段特段特段特段のののの取組取組取組取組とともにとともにとともにとともに、今後、今後、今後、今後
のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに対対対対するするするする指導、支援指導、支援指導、支援指導、支援をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((9)29)29)29)2級河川級河川級河川級河川のののの整備整備整備整備についてについてについてについて（中井町）（中井町）（中井町）（中井町）    

    近年、近年、近年、近年、ごくごくごくごく限限限限られたられたられたられた範範範範囲囲囲囲でででで短時間短時間短時間短時間のうちにのうちにのうちにのうちに強強強強いいいい雨雨雨雨がががが降降降降るゲリラるゲリラるゲリラるゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨がががが頻頻頻頻発発発発するなするなするなするな
どどどど、、、、気気気気象象象象状状状状況況況況がががが依然依然依然依然とととと比比比比べてべてべてべて大大大大きくきくきくきく変変変変化化化化していますしていますしていますしています。中井町。中井町。中井町。中井町ではではではでは平成平成平成平成20202020年度年度年度年度にににに県県県県がががが
想定想定想定想定したしたしたした２級河川（中村川２級河川（中村川２級河川（中村川２級河川（中村川・・・・藤藤藤藤沢沢沢沢川）川）川）川）におけるにおけるにおけるにおける浸水想定浸水想定浸水想定浸水想定区区区区域域域域をををを基基基基にににに、町民、町民、町民、町民のののの生命生命生命生命・・・・
財財財財産産産産をををを守守守守るためのるためのるためのるための一一一一つとしてつとしてつとしてつとして「洪水「洪水「洪水「洪水ハザードマップハザードマップハザードマップハザードマップ」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、関関関関係世係世係世係世帯帯帯帯にににに配布配布配布配布しししし
てててて災害災害災害災害にににに対対対対するするするする危機管理危機管理危機管理危機管理のののの向上等向上等向上等向上等のののの予防予防予防予防対対対対策策策策にににに努努努努めているところですめているところですめているところですめているところです。町域。町域。町域。町域をををを流流流流れれれれ
るるるる２級河川中村川２級河川中村川２級河川中村川２級河川中村川においてはにおいてはにおいてはにおいては、富士見橋上流、富士見橋上流、富士見橋上流、富士見橋上流のののの土砂堆積土砂堆積土砂堆積土砂堆積やややや河川河川河川河川のののの急激急激急激急激なななな増増増増水水水水によりによりによりにより
雑雑雑雑色橋下流色橋下流色橋下流色橋下流のののの護岸護岸護岸護岸がががが損傷損傷損傷損傷をををを受受受受けるなどけるなどけるなどけるなど、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民はははは常常常常にににに不安不安不安不安をををを感感感感じていますじていますじていますじています。中村。中村。中村。中村
川上流部川上流部川上流部川上流部にはにはにはには今今今今もももも護岸護岸護岸護岸のののの未整備未整備未整備未整備区区区区間間間間がががが存在存在存在存在しておりしておりしておりしており、堆積、堆積、堆積、堆積したしたしたした土砂土砂土砂土砂のののののののの撤去撤去撤去撤去とともとともとともととも
にににに早期早期早期早期のののの護岸整備護岸整備護岸整備護岸整備をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、藤、藤、藤、藤沢沢沢沢川川川川においてはにおいてはにおいてはにおいては、天王橋、天王橋、天王橋、天王橋からからからから上流部上流部上流部上流部まではまではまではまでは事業化事業化事業化事業化がされがされがされがされ、平成、平成、平成、平成20202020年度年度年度年度かかかか
らららら工事工事工事工事着着着着手手手手しましたがしましたがしましたがしましたが、諸事情、諸事情、諸事情、諸事情によりによりによりにより平成平成平成平成23232323年度年度年度年度はははは事業事業事業事業がががが見送見送見送見送られていますられていますられていますられています。異常。異常。異常。異常
気気気気象象象象によるによるによるによる大雨大雨大雨大雨がががが頻頻頻頻発発発発するするするする中、事業化中、事業化中、事業化中、事業化されたされたされたされた区区区区間間間間のののの早期完成早期完成早期完成早期完成とととと未事業化未事業化未事業化未事業化区区区区間間間間であるであるであるである
天王橋天王橋天王橋天王橋からからからから下流下流下流下流のののの寺寺寺寺ノノノノ下橋下橋下橋下橋までのまでのまでのまでの１１１１キロメートルキロメートルキロメートルキロメートル区区区区間間間間においてもにおいてもにおいてもにおいても、早期河川改修、早期河川改修、早期河川改修、早期河川改修のののの
事業化事業化事業化事業化をををを要望要望要望要望しますしますしますします。 。 。 。     

((((10)10)10)10)寄地寄地寄地寄地区区区区からからからから秦野市秦野市秦野市秦野市へのへのへのへの連絡道路連絡道路連絡道路連絡道路のののの整備整備整備整備についてについてについてについて（松田町）（松田町）（松田町）（松田町）    

    寄地寄地寄地寄地区区区区へのへのへのへの主要幹線主要幹線主要幹線主要幹線はははは、、、、国国国国道道道道246246246246号号号号をををを起起起起点点点点としたとしたとしたとした急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜のののの山間地山間地山間地山間地をををを通過通過通過通過するするするする県県県県道道道道
710710710710号号号号（神（神（神（神縄縄縄縄・・・・神山線）神山線）神山線）神山線）のののの１路線１路線１路線１路線とととと、寄地、寄地、寄地、寄地区区区区とととと秦野市秦野市秦野市秦野市をををを結結結結ぶぶぶぶ連絡道路連絡道路連絡道路連絡道路としてのとしてのとしてのとしての土佐土佐土佐土佐
原林道及原林道及原林道及原林道及びびびび秦野市道秦野市道秦野市道秦野市道でありますがでありますがでありますがでありますが、災害時、災害時、災害時、災害時にこれらのにこれらのにこれらのにこれらの道路及道路及道路及道路及びびびび道路法面道路法面道路法面道路法面のののの崩崩崩崩壊壊壊壊等等等等がががが
発発発発生生生生しししし、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民がががが孤立孤立孤立孤立することがすることがすることがすることが予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、防災上、防災上、防災上、防災上のののの見地見地見地見地からもからもからもからも県県県県道道道道710710710710号号号号のののの拡拡拡拡幅及幅及幅及幅及びびびび法面保護等法面保護等法面保護等法面保護等のののの改良工事改良工事改良工事改良工事
をををを引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望するとともにするとともにするとともにするとともに、秦野市、秦野市、秦野市、秦野市へのへのへのへの連絡道路連絡道路連絡道路連絡道路であるであるであるである土佐原林道土佐原林道土佐原林道土佐原林道をををを緊急車緊急車緊急車緊急車両両両両がががが
支障支障支障支障なくなくなくなく通行通行通行通行できるようできるようできるようできるよう幹線整備幹線整備幹線整備幹線整備をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((11)11)11)11)県県県県道道道道711711711711号号号号（小田原松田）（小田原松田）（小田原松田）（小田原松田）のののの歩歩歩歩道設置工事道設置工事道設置工事道設置工事についてについてについてについて（松田町）（松田町）（松田町）（松田町）    

    県県県県道道道道711711711711号号号号((((小田原松田線小田原松田線小田原松田線小田原松田線))))歩歩歩歩道設置工事道設置工事道設置工事道設置工事はははは、小田急線踏切、小田急線踏切、小田急線踏切、小田急線踏切からからからから旧旧旧旧松田土木事務所松田土木事務所松田土木事務所松田土木事務所
までがまでがまでがまでが完了完了完了完了しししし、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民をはじめをはじめをはじめをはじめ通通通通学学学学やややや通勤客通勤客通勤客通勤客のののの安全安全安全安全がががが確保確保確保確保されされされされ、、、、またまたまたまた平成平成平成平成23232323年度年度年度年度
よりよりよりより新新新新たにはじまったたにはじまったたにはじまったたにはじまった松田町第５次松田町第５次松田町第５次松田町第５次総総総総合計合計合計合計画画画画のののの「「「「将来将来将来将来像像像像のののの実実実実現現現現をををを支支支支えるえるえるえる６６６６つのつのつのつの柱」柱」柱」柱」
としてとしてとしてとして位置付位置付位置付位置付けているけているけているけている「安全「安全「安全「安全でででで心地心地心地心地よいよいよいよい環境環境環境環境をををを育育育育むむむむ」」」」のののの実実実実現現現現といったといったといったといった面面面面からもからもからもからも、、、、県県県県
事業事業事業事業のののの成果成果成果成果によってによってによってによって町町町町のののの中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地としてのとしてのとしてのとしての都市機能都市機能都市機能都市機能のののの向上向上向上向上とととと魅力魅力魅力魅力のののの創出創出創出創出がががが着着着着々々々々とととと
図図図図られているところですられているところですられているところですられているところです。。。。    
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    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、新松田、新松田、新松田、新松田駅駅駅駅北口北口北口北口からからからから主要地方道主要地方道主要地方道主要地方道72727272号号号号((((松田松田松田松田国国国国府津線府津線府津線府津線))))とのとのとのとの接接接接続続続続部分部分部分部分まままま
でのでのでのでの間間間間はははは、現在、、現在、、現在、、現在、狭狭狭狭小幅員小幅員小幅員小幅員でででで歩歩歩歩道道道道がなくがなくがなくがなく、降雨時、降雨時、降雨時、降雨時などはなどはなどはなどは大型大型大型大型バスバスバスバス等等等等のののの通行通行通行通行によりによりによりにより歩歩歩歩
行行行行がががが困難困難困難困難なななな状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。    
    このようなこのようなこのようなこのような状状状状況況況況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、歩歩歩歩行者行者行者行者のののの安全安全安全安全とととと車車車車両両両両等等等等のののの円円円円滑滑滑滑なななな通行通行通行通行をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、
引引引引きききき続続続続きききき事業事業事業事業をををを推進推進推進推進いただくよういただくよういただくよういただくよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((12)12)12)12)山北山北山北山北駅駅駅駅無人化無人化無人化無人化にににに伴伴伴伴うううう駅舎駅舎駅舎駅舎活用活用活用活用にににに対対対対するするするする支援支援支援支援についてについてについてについて（山北町）（山北町）（山北町）（山北町）    

    ＪＲ御殿場線山北ＪＲ御殿場線山北ＪＲ御殿場線山北ＪＲ御殿場線山北駅駅駅駅がががが、本年３月、本年３月、本年３月、本年３月のダイヤのダイヤのダイヤのダイヤ改正改正改正改正にににに伴伴伴伴いいいい無人無人無人無人駅駅駅駅となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。このこのこのこの
ことはことはことはことは昨年昨年昨年昨年12121212月月月月ににににＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海よりよりよりより唐突唐突唐突唐突にににに示示示示されされされされ、本町、本町、本町、本町としてはとしてはとしてはとしては到底受到底受到底受到底受けけけけ入入入入れることがれることがれることがれることが
できないためできないためできないためできないため、沿線６市９町、沿線６市９町、沿線６市９町、沿線６市９町でででで強強強強くくくく反反反反対対対対しましたがしましたがしましたがしましたが、ＪＲ東海、ＪＲ東海、ＪＲ東海、ＪＲ東海のののの方針方針方針方針はははは変変変変わりませわりませわりませわりませ
んでしたんでしたんでしたんでした。。。。    
    山北町山北町山北町山北町ではではではでは山北山北山北山北駅駅駅駅がががが無人化無人化無人化無人化となりとなりとなりとなり、御殿場線、御殿場線、御殿場線、御殿場線のののの利便性利便性利便性利便性がががが低下低下低下低下することによってすることによってすることによってすることによって利利利利
用者用者用者用者がさらにがさらにがさらにがさらに減少減少減少減少しししし、、、、駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺のののの急速急速急速急速なななな衰退衰退衰退衰退がががが危危危危惧惧惧惧されるためされるためされるためされるため、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財政財政財政財政状状状状況況況況のののの
中、ＪＲ東海中、ＪＲ東海中、ＪＲ東海中、ＪＲ東海静静静静岡支社管岡支社管岡支社管岡支社管内内内内ではではではでは前例前例前例前例のないのないのないのない、、、、駅舎駅舎駅舎駅舎のののの活用活用活用活用してのしてのしてのしての地域振興地域振興地域振興地域振興をををを図図図図ることることることること
としましたとしましたとしましたとしました。。。。そしてそしてそしてそして第１段階第１段階第１段階第１段階としてとしてとしてとして、ＪＲ東海、ＪＲ東海、ＪＲ東海、ＪＲ東海とととと切符切符切符切符のののの簡易販簡易販簡易販簡易販売売売売のののの委託契約委託契約委託契約委託契約をををを締結締結締結締結
しししし、山北町、山北町、山北町、山北町ではではではでは国鉄国鉄国鉄国鉄、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲののののＯＢ等ＯＢ等ＯＢ等ＯＢ等でででで組織組織組織組織しているしているしているしているＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにおにおにおにお願願願願いしいしいしいし、本年５月、本年５月、本年５月、本年５月かかかか
らららら切符販切符販切符販切符販売売売売をををを実実実実施施施施していますしていますしていますしています。。。。    
    しかししかししかししかし、、、、駅舎駅舎駅舎駅舎についてはについてはについてはについてはＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海ＪＲ東海からからからから無償無償無償無償でででで借借借借りていますがりていますがりていますがりていますが、切符販、切符販、切符販、切符販売売売売にににに係係係係るるるる経経経経
費費費費はははは全額町負全額町負全額町負全額町負担担担担となっておりとなっておりとなっておりとなっており、今後、今後、今後、今後もももも町町町町がががが切符販切符販切符販切符販売売売売をををを行行行行うううう限限限限りりりり、町、町、町、町のののの大大大大きなきなきなきな財政負財政負財政負財政負
担担担担となりますとなりますとなりますとなります。。。。そしてそしてそしてそして今後今後今後今後はははは無人無人無人無人駅駅駅駅となったとなったとなったとなった駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るためるためるためるため、切符販、切符販、切符販、切符販売売売売
とととと合合合合わせてわせてわせてわせて駅舎駅舎駅舎駅舎をををを活用活用活用活用してのしてのしてのしての観観観観光案光案光案光案内内内内、物、物、物、物産産産産販販販販売売売売をををを予定予定予定予定しておりしておりしておりしており、、、、これにかかるこれにかかるこれにかかるこれにかかる経経経経
費費費費もももも全全全全てててて山北町山北町山北町山北町でででで負負負負担担担担しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    
    したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの経経経経費等費等費等費等についてのについてのについてのについての財政的財政的財政的財政的なななな支援、並支援、並支援、並支援、並びにびにびにびに今後今後今後今後のののの駅舎駅舎駅舎駅舎のののの
活用活用活用活用にににに係係係係るるるる助言等支援助言等支援助言等支援助言等支援についてについてについてについて要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((13)13)13)13)（（（（仮仮仮仮称称称称）林道秦野）林道秦野）林道秦野）林道秦野峠峠峠峠高松線高松線高松線高松線のののの新設新設新設新設についてについてについてについて（山北町）（山北町）（山北町）（山北町）    

    国国国国がががが策定策定策定策定したしたしたした「森林「森林「森林「森林・・・・林業再生林業再生林業再生林業再生プランプランプランプラン」」」」ではではではでは、、、、10101010年後年後年後年後のののの木材自給率木材自給率木材自給率木材自給率50505050％以上％以上％以上％以上をををを目目目目
指指指指すすすす目標目標目標目標がががが掲掲掲掲げられげられげられげられ、供給体制、供給体制、供給体制、供給体制のののの確立確立確立確立のためのためのためのため、低、低、低、低コストコストコストコスト化化化化にににに向向向向けたけたけたけた路網整備等路網整備等路網整備等路網整備等のののの加加加加
速化速化速化速化がががが具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策としてとしてとしてとして示示示示されていますされていますされていますされています。。。。またまたまたまた、「神奈川地域森林計、「神奈川地域森林計、「神奈川地域森林計、「神奈川地域森林計画画画画」」」」ではではではでは、、、、
概概概概ねねねね標高標高標高標高300300300300～～～～800800800800ｍｍｍｍにあるにあるにあるにある山林山林山林山林はははは、「木材資源、「木材資源、「木材資源、「木材資源をををを循環利用循環利用循環利用循環利用するゾーンするゾーンするゾーンするゾーン及及及及びびびび多多多多様様様様なななな生生生生
きききき物物物物がががが共存共存共存共存するゾーンするゾーンするゾーンするゾーン」」」」とされておりとされておりとされておりとされており、「林業振興型林道」、「林業振興型林道」、「林業振興型林道」、「林業振興型林道」のののの新規開設新規開設新規開設新規開設のののの方針方針方針方針がががが示示示示
されていますされていますされていますされています。。。。    
    今回、新規開設今回、新規開設今回、新規開設今回、新規開設をををを要望要望要望要望するするするする（（（（仮仮仮仮称称称称）林道秦野）林道秦野）林道秦野）林道秦野峠峠峠峠高松線高松線高松線高松線はははは、標高、標高、標高、標高600600600600ｍｍｍｍからからからから800800800800ｍ前ｍ前ｍ前ｍ前
後後後後のののの路網未整備部分路網未整備部分路網未整備部分路網未整備部分にににに計計計計画画画画されされされされ、計、計、計、計画画画画路線周路線周路線周路線周辺辺辺辺にはにはにはには広広広広葉樹林葉樹林葉樹林葉樹林がががが存在存在存在存在するためするためするためするため、地域、地域、地域、地域
森林計森林計森林計森林計画画画画にににに示示示示すすすす３３３３つのつのつのつの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方のののの１１１１つであるつであるつであるつである、「、「、「、「広広広広葉樹林葉樹林葉樹林葉樹林のののの再生」再生」再生」再生」のののの達成達成達成達成にににに
大大大大きくきくきくきく寄寄寄寄与与与与しししし、「多、「多、「多、「多様様様様なななな生生生生きききき物物物物がががが共存共存共存共存するゾーンするゾーンするゾーンするゾーン」」」」へのへのへのへの誘導誘導誘導誘導にににに効効効効果的果的果的果的だとだとだとだと考考考考えられえられえられえられ
ますますますます。。。。    
    またまたまたまた、、、、XXXX齢齢齢齢級（級（級（級（50505050年）以上年）以上年）以上年）以上のののの人工林人工林人工林人工林がががが存在存在存在存在するためするためするためするため、地域森林計、地域森林計、地域森林計、地域森林計画画画画にににに示示示示すすすす３３３３つのつのつのつの
基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方のののの１１１１つであるつであるつであるつである、「人工林、「人工林、「人工林、「人工林のののの再生」再生」再生」再生」のののの達成達成達成達成にににに大大大大きくきくきくきく寄寄寄寄与与与与しししし、路線周、路線周、路線周、路線周囲囲囲囲
200200200200ｍ以ｍ以ｍ以ｍ以内内内内をををを新新新新たにたにたにたに「木材資源「木材資源「木材資源「木材資源をををを循環利用循環利用循環利用循環利用するゾーンするゾーンするゾーンするゾーン」」」」へとへとへとへと誘導誘導誘導誘導することにすることにすることにすることに効効効効果的果的果的果的
だとだとだとだと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。そしてそしてそしてそして、路線周、路線周、路線周、路線周辺辺辺辺にはにはにはには県県県県有林、有林、有林、有林、県県県県行造林、承行造林、承行造林、承行造林、承継継継継分分分分収収収収林、水源協林、水源協林、水源協林、水源協
定林定林定林定林などもなどもなどもなども存在存在存在存在することからすることからすることからすることから、、、、県県県県民全体民全体民全体民全体のののの利益利益利益利益にににに供供供供するするするする利用間伐利用間伐利用間伐利用間伐などのなどのなどのなどの森林整備森林整備森林整備森林整備がががが
期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。    
    さらにさらにさらにさらに秦野秦野秦野秦野峠峠峠峠林道林道林道林道とととと高松地高松地高松地高松地区区区区公共道路（町道）公共道路（町道）公共道路（町道）公共道路（町道）をををを接接接接続続続続することによりすることによりすることによりすることにより、周回性、周回性、周回性、周回性がががが
向上向上向上向上しししし、周、周、周、周辺辺辺辺一一一一帯帯帯帯のののの供給体制供給体制供給体制供給体制におけるにおけるにおけるにおける利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上とととと低低低低コストコストコストコスト化化化化がががが期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。    
    以上以上以上以上のことからのことからのことからのことから、（、（、（、（仮仮仮仮称称称称）林道秦野高松線）林道秦野高松線）林道秦野高松線）林道秦野高松線のののの実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行うようようようよ
うううう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
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4 4 4 4 足柄下地域要望足柄下地域要望足柄下地域要望足柄下地域要望    
        

((((1)1)1)1)土地利用調整土地利用調整土地利用調整土地利用調整システムのシステムのシステムのシステムの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな見直見直見直見直しししし等等等等についてについてについてについて（足柄下郡）（足柄下郡）（足柄下郡）（足柄下郡）    

    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県土地利用調整土地利用調整土地利用調整土地利用調整条条条条例例例例ではではではでは、１、１、１、１hahahaha以上以上以上以上のののの大規模開大規模開大規模開大規模開発発発発にににに関関関関してしてしてして知事知事知事知事へのへのへのへの協議協議協議協議をををを
義務付義務付義務付義務付けておりけておりけておりけており、非線引、非線引、非線引、非線引きききき白地地域白地地域白地地域白地地域におけるにおけるにおけるにおける建築物系建築物系建築物系建築物系のののの開開開開発発発発行行行行為為為為についてはについてはについてはについては、、、、経経経経過過過過
措置措置措置措置としてとしてとしてとして当当当当分分分分のののの間、間、間、間、対対対対象面積象面積象面積象面積をををを3000300030003000㎡以上㎡以上㎡以上㎡以上にににに引引引引きききき下下下下げておりげておりげておりげており、、、、そのそのそのその効効効効果果果果もあっもあっもあっもあっ
てててて、、、、県県県県西地域西地域西地域西地域においてはにおいてはにおいてはにおいては開開開開発発発発行行行行為為為為がががが抑制抑制抑制抑制されされされされ、秩序、秩序、秩序、秩序あるあるあるある土地利用土地利用土地利用土地利用がががが確保確保確保確保されていまされていまされていまされていま
すすすす。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、平成、平成、平成、平成21212121年３月年３月年３月年３月31313131日日日日をもってをもってをもってをもって「１「１「１「１hahahaha未未未未満満満満のののの開開開開発発発発行行行行為為為為にににに関関関関するするするする指導基指導基指導基指導基
準」（以下、指導基準）準」（以下、指導基準）準」（以下、指導基準）準」（以下、指導基準）がががが廃廃廃廃止止止止されされされされ、今後小規模、今後小規模、今後小規模、今後小規模なななな開開開開発発発発行行行行為為為為についてはについてはについてはについては、各市町村、各市町村、各市町村、各市町村
のののの自主性自主性自主性自主性にににに委委委委ねられることとされましたねられることとされましたねられることとされましたねられることとされました。。。。    
    仮仮仮仮にににに建築物系建築物系建築物系建築物系のののの開開開開発発発発行行行行為為為為におけるにおけるにおけるにおける開開開開発区発区発区発区域域域域のののの面積面積面積面積のののの経経経経過措置過措置過措置過措置についてもについてもについてもについても廃廃廃廃止止止止となとなとなとな
ったったったった場合、町場合、町場合、町場合、町単独単独単独単独でででで県県県県のののの土地利用調整土地利用調整土地利用調整土地利用調整システムとシステムとシステムとシステムと同等同等同等同等のののの効効効効果果果果をををを持持持持続続続続させることはさせることはさせることはさせることは非非非非
常常常常にににに困難困難困難困難でありでありでありであり、秩序、秩序、秩序、秩序あるあるあるある土地利用土地利用土地利用土地利用のののの確保確保確保確保がががが難難難難しくなることがしくなることがしくなることがしくなることが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    
    このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、指導基準、指導基準、指導基準、指導基準がががが廃廃廃廃止止止止されることにされることにされることにされることに伴伴伴伴いいいい、、、、抜抜抜抜本的本的本的本的なななな土地利用調整土地利用調整土地利用調整土地利用調整
システムのシステムのシステムのシステムの見直見直見直見直しをしていただくとともにしをしていただくとともにしをしていただくとともにしをしていただくとともに、、、、条条条条例例例例のののの建築物系建築物系建築物系建築物系のののの開開開開発発発発行行行行為為為為におけるにおけるにおけるにおける開開開開
発区発区発区発区域域域域のののの面積面積面積面積についてのについてのについてのについての経経経経過措置過措置過措置過措置につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、条条条条例例例例のののの本則本則本則本則へのへのへのへの移行移行移行移行をををを要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    

((((2)2)2)2)西湘西湘西湘西湘バイパスバイパスバイパスバイパス改築工事改築工事改築工事改築工事のののの再延伸再延伸再延伸再延伸についてについてについてについて（（（（真真真真鶴町鶴町鶴町鶴町・・・・湯河原町）湯河原町）湯河原町）湯河原町）    

    国国国国道道道道135135135135号号号号のののの渋滞渋滞渋滞渋滞解消解消解消解消・・・・災害時災害時災害時災害時のののの代替性代替性代替性代替性をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして、西湘、西湘、西湘、西湘バイパスのバイパスのバイパスのバイパスの延伸延伸延伸延伸をををを要望要望要望要望
しているものですしているものですしているものですしているものです。平成。平成。平成。平成15151515年度年度年度年度よりよりよりより専専専専門家門家門家門家をををを加加加加えたえたえたえた「小田原「小田原「小田原「小田原真真真真鶴間道路整備鶴間道路整備鶴間道路整備鶴間道路整備検検検検討討討討
会会会会」」」」をををを開催開催開催開催しししし、長期的、長期的、長期的、長期的・・・・技術的技術的技術的技術的対対対対策等策等策等策等のののの検検検検討討討討をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき、山側、山側、山側、山側バイパスのバイパスのバイパスのバイパスの整備整備整備整備
はははは技術的技術的技術的技術的にににに実実実実現可能現可能現可能現可能であるとのであるとのであるとのであるとの報告報告報告報告をいただきましたがをいただきましたがをいただきましたがをいただきましたが、引、引、引、引きききき続続続続きききき路線路線路線路線検検検検討討討討をををを含含含含めめめめ
長期的長期的長期的長期的対対対対策策策策のののの具体化具体化具体化具体化をををを達成達成達成達成するためするためするためするため、事業化、事業化、事業化、事業化にににに向向向向けてなおけてなおけてなおけてなお一層一層一層一層のののの検検検検討討討討をををを要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    

((((3)3)3)3)国国国国道道道道135135135135号号号号のののの整備整備整備整備についてについてについてについて（（（（真真真真鶴町鶴町鶴町鶴町・・・・湯河原町）湯河原町）湯河原町）湯河原町）    

    国国国国道道道道135135135135号号号号((((真真真真鶴道路鶴道路鶴道路鶴道路旧旧旧旧道道道道))))区区区区間間間間がががが無料化無料化無料化無料化されされされされ、同、同、同、同区区区区間間間間をををを通行通行通行通行するするするする車車車車両両両両がががが増増増増加加加加しししし、、、、
真真真真鶴鶴鶴鶴駅駅駅駅前前前前をををを中心中心中心中心にににに渋滞渋滞渋滞渋滞がががが発発発発生生生生していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、一部、一部、一部、一部歩歩歩歩道道道道のないのないのないのない箇所箇所箇所箇所やややや非常非常非常非常にににに狭狭狭狭いいいい
箇所箇所箇所箇所もももも多多多多くありくありくありくあり、安全性、安全性、安全性、安全性のののの確保確保確保確保のののの点点点点でででで危危危危惧惧惧惧されますされますされますされます。。。。県県県県におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、真真真真鶴鶴鶴鶴駅駅駅駅
前交差前交差前交差前交差点点点点のののの信信信信号号号号機移設等機移設等機移設等機移設等対対対対策策策策をををを行行行行っていただいていますがっていただいていますがっていただいていますがっていただいていますが、未、未、未、未だだだだ抜抜抜抜本的本的本的本的なななな解決解決解決解決にににに至至至至
っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。引。引。引。引きききき続続続続きききき渋滞渋滞渋滞渋滞解消解消解消解消やややや交通安全確保交通安全確保交通安全確保交通安全確保のためののためののためののための整備整備整備整備実実実実施施施施をををを要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    
    またまたまたまた、新道、新道、新道、新道区区区区間間間間のののの料金改定（例：現行料金改定（例：現行料金改定（例：現行料金改定（例：現行200200200200円円円円→→→→改定後改定後改定後改定後100100100100円円円円））））によりによりによりにより渋滞渋滞渋滞渋滞解消解消解消解消にもにもにもにも
つながることがつながることがつながることがつながることが考考考考えられることからえられることからえられることからえられることから、道路公社、道路公社、道路公社、道路公社にににに対対対対してしてしてして料金改定料金改定料金改定料金改定のののの申申申申しししし入入入入れをれをれをれを要望要望要望要望
しますしますしますします。。。。    

((((4)4)4)4)広広広広域域域域営営営営農農農農団団団団地農道整備事業（小田原湯河原線）地農道整備事業（小田原湯河原線）地農道整備事業（小田原湯河原線）地農道整備事業（小田原湯河原線）のののの整備整備整備整備についてについてについてについて（（（（真真真真鶴鶴鶴鶴
町町町町・・・・湯河原町）湯河原町）湯河原町）湯河原町）    

    小田原市小田原市小田原市小田原市からからからから真真真真鶴、湯河原鶴、湯河原鶴、湯河原鶴、湯河原1111市２町市２町市２町市２町にまたがるにまたがるにまたがるにまたがる広広広広域的域的域的域的なななな営営営営農農農農団団団団地地地地内内内内のののの基幹的農道基幹的農道基幹的農道基幹的農道
をををを整備整備整備整備することによりすることによりすることによりすることにより、農作業、集出荷作業、農作業、集出荷作業、農作業、集出荷作業、農作業、集出荷作業のののの省力化、流通省力化、流通省力化、流通省力化、流通のののの合理化及合理化及合理化及合理化及びびびび生活環境生活環境生活環境生活環境
のののの整備整備整備整備をををを図図図図りりりり、農業振興、農業振興、農業振興、農業振興をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした流域流域流域流域のののの活性化活性化活性化活性化をををを推進推進推進推進しししし、、、、県県県県道道道道740740740740号号号号線線線線がががが通行通行通行通行
不可不可不可不可となったとなったとなったとなった際、防災上際、防災上際、防災上際、防災上のののの観観観観点点点点からからからから目標期限目標期限目標期限目標期限をををを定定定定めてめてめてめて早期早期早期早期にににに完成完成完成完成されるようされるようされるようされるよう要望要望要望要望しししし
ますますますます。。。。    
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((((5)5)5)5)県県県県立小田原養護立小田原養護立小田原養護立小田原養護学学学学校校校校のののの分分分分教教教教室室室室のののの設置設置設置設置についてについてについてについて（（（（真真真真鶴町鶴町鶴町鶴町・・・・湯河原町）湯河原町）湯河原町）湯河原町）    

    県県県県立小田原養護立小田原養護立小田原養護立小田原養護学学学学校校校校にににに通通通通学学学学するするするする児児児児童童童童・・・・生徒生徒生徒生徒はははは、、、、真真真真鶴町鶴町鶴町鶴町をををを含含含含めめめめ、小、小、小、小・・・・中中中中・・・・高等部全高等部全高等部全高等部全
体体体体でででで、現在、現在、現在、現在24242424名名名名いますがいますがいますがいますが、、、、スクールバスによるスクールバスによるスクールバスによるスクールバスによる遠距離通遠距離通遠距離通遠距離通学学学学はははは、姿勢保持、姿勢保持、姿勢保持、姿勢保持がががが困難困難困難困難なななな児児児児
童童童童・・・・生徒生徒生徒生徒にとってにとってにとってにとって身体身体身体身体へのへのへのへの負負負負担担担担はははは想像以上想像以上想像以上想像以上にににに厳厳厳厳しいものがありしいものがありしいものがありしいものがあり、入校、入校、入校、入校をををを断断断断念念念念せざるせざるせざるせざる
をををを得得得得ないないないない児児児児童童童童もいますもいますもいますもいます。。。。    
    またまたまたまた、保護者、保護者、保護者、保護者のののの精神的精神的精神的精神的・・・・身体的身体的身体的身体的なななな負負負負担担担担もももも大大大大きなものとなっていますきなものとなっていますきなものとなっていますきなものとなっています。。。。    
    湯河原湯河原湯河原湯河原・・・・真真真真鶴地鶴地鶴地鶴地区区区区へのへのへのへの小田原養護小田原養護小田原養護小田原養護学学学学校分校校分校校分校校分校のののの設置設置設置設置につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、県県県県としてとしてとしてとして全体全体全体全体
計計計計画画画画もあるともあるともあるともあると存存存存じますがじますがじますがじますが、保護者、保護者、保護者、保護者のののの要望要望要望要望もももも高高高高まっていますのでまっていますのでまっていますのでまっていますので、早急、早急、早急、早急なななな実実実実現現現現をををを要望要望要望要望
しますしますしますします。。。。    

((((6)6)6)6)おおおお茶茶茶茶のののの放射能被害放射能被害放射能被害放射能被害にににに対対対対するするするする補償補償補償補償についてについてについてについて（（（（真真真真鶴町鶴町鶴町鶴町・・・・湯河原町）湯河原町）湯河原町）湯河原町）    

    湯河原湯河原湯河原湯河原・・・・真真真真鶴地鶴地鶴地鶴地区区区区のおのおのおのお茶茶茶茶についてはについてはについてはについては、生、生、生、生産産産産状状状状況況況況のののの地域特性地域特性地域特性地域特性からからからから茶樹茶樹茶樹茶樹のののの除染除染除染除染対対対対策策策策がががが
地域全体地域全体地域全体地域全体にににに行行行行きききき渡渡渡渡らずらずらずらず、出荷後、出荷後、出荷後、出荷後のののの安全性安全性安全性安全性がががが危危危危惧惧惧惧されたためされたためされたためされたため、地域、地域、地域、地域のののの総総総総意意意意でででで平成平成平成平成24242424年年年年
産産産産のおのおのおのお茶茶茶茶のののの出荷出荷出荷出荷はははは断断断断念念念念したところですしたところですしたところですしたところです。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、意欲、意欲、意欲、意欲をををを持持持持ってってってって茶栽培茶栽培茶栽培茶栽培をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた生生生生産産産産者者者者にはにはにはには落落落落胆胆胆胆もももも大大大大きくきくきくきく、不安、不安、不安、不安
をををを抱抱抱抱えておりえておりえておりえており、今後、今後、今後、今後のののの生生生生産産産産意欲意欲意欲意欲をををを向上向上向上向上させさせさせさせ、生、生、生、生産産産産農家農家農家農家のののの存存存存続続続続のためにはのためにはのためにはのためには、確、確、確、確実実実実なななな補補補補
償償償償がががが行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう、、、、県県県県におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、県県県県農協中央農協中央農協中央農協中央会会会会とともにとともにとともにとともに東京電力東京電力東京電力東京電力㈱㈱㈱㈱へのへのへのへの補補補補
償交償交償交償交渉渉渉渉をををを強強強強力力力力にににに行行行行っていただけるようっていただけるようっていただけるようっていただけるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((7)7)7)7)南足柄市南足柄市南足柄市南足柄市へのへのへのへの連絡道路連絡道路連絡道路連絡道路のののの新設新設新設新設についてについてについてについて（箱根町）（箱根町）（箱根町）（箱根町）    

    南足柄市南足柄市南足柄市南足柄市とととと箱根町箱根町箱根町箱根町をををを連絡連絡連絡連絡するするするする道路道路道路道路についてはについてはについてはについては、首都、首都、首都、首都圏圏圏圏からのアクセスからのアクセスからのアクセスからのアクセス向上向上向上向上によるによるによるによる
観観観観光振興光振興光振興光振興などのなどのなどのなどの地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化にににに加加加加ええええ、災害時、災害時、災害時、災害時のののの緊急輸送緊急輸送緊急輸送緊急輸送ルートとしてのルートとしてのルートとしてのルートとしての活用活用活用活用もももも期待期待期待期待でででで
きききき、、、、県県県県西地域西地域西地域西地域のののの観観観観光、光、光、光、経済経済経済経済流通流通流通流通のののの面面面面からからからから必要必要必要必要なななな整備整備整備整備とととと考考考考えますえますえますえます。。。。    
    平成平成平成平成24242424年年年年3333月月月月にににに改定改定改定改定されたされたされたされた「「「「かながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくりかながわのみちづくり計計計計画画画画」」」」においてもにおいてもにおいてもにおいても、道路整備、道路整備、道路整備、道路整備
計計計計画画画画としてとしてとしてとして位置付位置付位置付位置付けられたことからけられたことからけられたことからけられたことから、連絡道路、連絡道路、連絡道路、連絡道路のののの早期早期早期早期実実実実現現現現をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((8)8)8)8)真真真真鶴港鶴港鶴港鶴港におけるにおけるにおけるにおける津波津波津波津波対対対対策策策策のののの措置措置措置措置についてについてについてについて（（（（真真真真鶴町）鶴町）鶴町）鶴町）    

    真真真真鶴港活性化整備計鶴港活性化整備計鶴港活性化整備計鶴港活性化整備計画画画画においてはにおいてはにおいてはにおいては、港、港、港、港湾湾湾湾防災防災防災防災対対対対策策策策によるによるによるによる安全安全安全安全なななな港港港港づくりというづくりというづくりというづくりという基基基基
本方針本方針本方針本方針にににに基基基基づきづきづきづき、沖防波堤、沖防波堤、沖防波堤、沖防波堤やややや港港港港湾湾湾湾管理管理管理管理・・・・防災施設防災施設防災施設防災施設のののの整備整備整備整備がががが位置付位置付位置付位置付けられていますけられていますけられていますけられています。。。。    
    沖防波堤沖防波堤沖防波堤沖防波堤についてはについてはについてはについては現在現在現在現在既既既既にににに整備整備整備整備がががが着着着着手手手手されていますがされていますがされていますがされていますが、津波避難施設、津波避難施設、津波避難施設、津波避難施設のののの機能機能機能機能をををを
併併併併設設設設したしたしたした港港港港湾湾湾湾管理管理管理管理・・・・防災施設防災施設防災施設防災施設についてはについてはについてはについては、未、未、未、未だだだだ着着着着手手手手のののの予定予定予定予定がががが示示示示されておりませんされておりませんされておりませんされておりません。。。。
港港港港内内内内整備整備整備整備のののの完成完成完成完成までのスケジュールのまでのスケジュールのまでのスケジュールのまでのスケジュールの明示明示明示明示とととと、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災、東日本大震災のののの津波津波津波津波によるによるによるによる甚大甚大甚大甚大なななな被被被被
害害害害をををを鑑鑑鑑鑑みみみみ、被害、被害、被害、被害対対対対策策策策をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした港港港港湾湾湾湾防災防災防災防災対対対対策策策策はははは、緊急、緊急、緊急、緊急にににに対応対応対応対応すべきすべきすべきすべき施設施設施設施設とととと考考考考ええええ
ているているているている事事事事からからからから、同施設、同施設、同施設、同施設のののの早期早期早期早期着着着着工工工工をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((9)9)9)9)松松松松くいくいくいくい虫被害虫被害虫被害虫被害対対対対策自主事業策自主事業策自主事業策自主事業にににに対対対対するするするする財政措置財政措置財政措置財政措置についてについてについてについて（（（（真真真真鶴町）鶴町）鶴町）鶴町）    

    真真真真鶴半島鶴半島鶴半島鶴半島のののの先端部先端部先端部先端部はははは、暖、暖、暖、暖帯帯帯帯性性性性のののの常常常常緑広緑広緑広緑広葉樹林葉樹林葉樹林葉樹林にににに覆覆覆覆われわれわれわれ、魚、魚、魚、魚つきつきつきつき保安林保安林保安林保安林のののの指定指定指定指定とととととととと
もにもにもにもに県県県県立自然公園立自然公園立自然公園立自然公園にもにもにもにも指定指定指定指定されたされたされたされた県県県県民民民民のののの貴重貴重貴重貴重なななな財財財財産産産産となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。またまたまたまた平成平成平成平成21212121年年年年
２月２月２月２月にはにはにはには、、、、県県県県指定天然記念物指定天然記念物指定天然記念物指定天然記念物となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。しかししかししかししかし近年、半島近年、半島近年、半島近年、半島のののの松林松林松林松林がががが松松松松くいくいくいくい虫虫虫虫にににに
よりよりよりより甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害をををを被被被被っていることからっていることからっていることからっていることから、松、松、松、松くいくいくいくい虫虫虫虫によるによるによるによる松枯松枯松枯松枯れかられかられかられから松松松松をををを守守守守りりりり、、、、将来将来将来将来
にわたりにわたりにわたりにわたり真真真真鶴半島鶴半島鶴半島鶴半島のののの貴重貴重貴重貴重なななな松林松林松林松林をををを継継継継承承承承すべくすべくすべくすべく、、、、県県県県とととと町町町町がががが薬剤薬剤薬剤薬剤散布散布散布散布によりによりによりにより被害防止被害防止被害防止被害防止にににに
努努努努めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで薬剤薬剤薬剤薬剤散布散布散布散布によるによるによるによる人体人体人体人体やややや生物、生物、生物、生物、またまたまたまた、海域流出、海域流出、海域流出、海域流出
等等等等へのへのへのへの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されていますされていますされていますされています。。。。このためこのためこのためこのため、平成、平成、平成、平成19191919年度年度年度年度からからからから、、、、よりよりよりより安全安全安全安全でででで環境環境環境環境にににに配配配配
慮慮慮慮したしたしたした予防方法（樹幹注入）予防方法（樹幹注入）予防方法（樹幹注入）予防方法（樹幹注入）にににに完全移行完全移行完全移行完全移行しししし、、、、薬剤薬剤薬剤薬剤散布散布散布散布をををを廃廃廃廃止止止止いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、樹幹注入事業及、樹幹注入事業及、樹幹注入事業及、樹幹注入事業及びびびび松松松松くいくいくいくい虫被害木虫被害木虫被害木虫被害木のののの伐倒伐倒伐倒伐倒にににに対対対対するするするする十分十分十分十分なななな補助金額補助金額補助金額補助金額
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のののの確保確保確保確保をををを強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、、、、国国国国にににに対対対対してもしてもしてもしても継続継続継続継続的的的的なななな補助金確保補助金確保補助金確保補助金確保にににに向向向向けたけたけたけた働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((10)10)10)10)県県県県内内内内産産産産石材石材石材石材のののの活用活用活用活用についてについてについてについて（（（（真真真真鶴町）鶴町）鶴町）鶴町）    

    神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県西部地域、西部地域、西部地域、西部地域、とりわけとりわけとりわけとりわけ小田原市小田原市小田原市小田原市からからからから伊豆地方伊豆地方伊豆地方伊豆地方にかけてはにかけてはにかけてはにかけては良質良質良質良質なななな安山岩安山岩安山岩安山岩がががが多多多多
くくくく産産産産出出出出されるされるされるされる地域地域地域地域でありでありでありであり、石材採掘、石材採掘、石材採掘、石材採掘・・・・加工業加工業加工業加工業がががが地場地場地場地場産産産産業業業業としてとしてとしてとして発発発発展展展展してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。    
    近年、安近年、安近年、安近年、安価価価価なななな輸入石材輸入石材輸入石材輸入石材のののの増増増増加加加加などによりそのなどによりそのなどによりそのなどによりその利用利用利用利用はははは減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向となりとなりとなりとなり、地場、地場、地場、地場産産産産業業業業にににに
大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えていることからえていることからえていることからえていることから、地域活性化、地域活性化、地域活性化、地域活性化のためのためのためのため、、、、またまたまたまた、地場、地場、地場、地場産産産産業業業業のののの振興振興振興振興をををを図図図図
るためにもるためにもるためにもるためにも県県県県をはじめをはじめをはじめをはじめ公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの建築資材建築資材建築資材建築資材としてとしてとしてとして県県県県内内内内産産産産石材石材石材石材のののの活用活用活用活用ををををＰＲＰＲＰＲＰＲしていしていしていしてい
ただくとともにただくとともにただくとともにただくとともに、積極的、積極的、積極的、積極的なななな利用利用利用利用についてについてについてについて要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((11)11)11)11)吉吉吉吉浜浜浜浜地地地地区区区区護岸（緩傾斜式階段）護岸（緩傾斜式階段）護岸（緩傾斜式階段）護岸（緩傾斜式階段）のののの整備整備整備整備についてについてについてについて（湯河原町）（湯河原町）（湯河原町）（湯河原町）    

    湯河原海岸沿岸湯河原海岸沿岸湯河原海岸沿岸湯河原海岸沿岸においてはにおいてはにおいてはにおいては、湯河原町都市、湯河原町都市、湯河原町都市、湯河原町都市マスタープラン・マスタープラン・マスタープラン・マスタープラン・湯河原町湯河原町湯河原町湯河原町緑緑緑緑のののの基本計基本計基本計基本計
画画画画にににに観観観観光的機能光的機能光的機能光的機能をををを重視重視重視重視したしたしたした（（（（仮仮仮仮）湯河原海）湯河原海）湯河原海）湯河原海辺辺辺辺公園（公園（公園（公園（広広広広場公園）場公園）場公園）場公園）をををを整備整備整備整備することがすることがすることがすることが位位位位
置付置付置付置付けられけられけられけられ、平成、平成、平成、平成19191919年度年度年度年度からからからから整備整備整備整備しているしているしているしている湯河原海岸湯河原海岸湯河原海岸湯河原海岸のののの３基目３基目３基目３基目のののの人工人工人工人工リーフリーフリーフリーフ終了後終了後終了後終了後
にににに整備整備整備整備することとしすることとしすることとしすることとし、平成、平成、平成、平成24242424年度年度年度年度にはにはにはには実実実実施設計施設計施設計施設計をををを終了終了終了終了しししし、平成、平成、平成、平成25252525年度年度年度年度からからからから工事工事工事工事にににに着着着着
手手手手するするするする予定予定予定予定となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、整備、、整備、、整備、、整備にににに当当当当たりたりたりたり、水、水、水、水辺辺辺辺レクレーションのレクレーションのレクレーションのレクレーションの場場場場となるとなるとなるとなる海岸海岸海岸海岸緑緑緑緑地地地地帯帯帯帯のののの形形形形
成成成成をををを図図図図るるるる計計計計画画画画をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考えていますのでえていますのでえていますのでえていますので、海、海、海、海辺辺辺辺公園公園公園公園とととと一体一体一体一体となりとなりとなりとなり、海岸、海岸、海岸、海岸のののの
景景景景観観観観のののの向上向上向上向上やややや花火大花火大花火大花火大会会会会などのなどのなどのなどの観観観観光客光客光客光客のののの誘致誘致誘致誘致などのなどのなどのなどの環境整備環境整備環境整備環境整備としてとしてとしてとして、護岸部分、護岸部分、護岸部分、護岸部分のののの有有有有効効効効
利用利用利用利用がががが可能可能可能可能となるようとなるようとなるようとなるよう要望要望要望要望しますしますしますします。 。 。 。     
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5 5 5 5 厚木厚木厚木厚木・・・・愛甲地域要望愛甲地域要望愛甲地域要望愛甲地域要望    
        

((((1)1)1)1)県県県県道道道道64646464号号号号（伊勢原津久井線）（伊勢原津久井線）（伊勢原津久井線）（伊勢原津久井線）のののの整備整備整備整備についてについてについてについて（（（（清清清清川村）川村）川村）川村）    

    清清清清川村川村川村川村内内内内をををを走走走走るるるる県県県県道道道道64646464号号号号はははは、宮、宮、宮、宮ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬湖湖湖湖やややや中央高速相模湖ＩＣ中央高速相模湖ＩＣ中央高速相模湖ＩＣ中央高速相模湖ＩＣへのアクセスへのアクセスへのアクセスへのアクセス道路道路道路道路とととと
してしてしてして、年、年、年、年々々々々そのそのそのその交通量交通量交通量交通量はははは増増増増加加加加のののの一途一途一途一途をををを辿辿辿辿っていますっていますっていますっています。。。。    
    特特特特にににに、朝、朝、朝、朝晩晩晩晩のののの通勤通勤通勤通勤・・・・通通通通学学学学時時時時にはにはにはには交通量交通量交通量交通量がががが多多多多くくくく、、、、またそのまたそのまたそのまたその一部一部一部一部はははは幅員幅員幅員幅員がががが狭狭狭狭くくくく、、、、歩歩歩歩道道道道
がががが未設置未設置未設置未設置なことからなことからなことからなことから、道路、道路、道路、道路のののの通行通行通行通行・・・・横断横断横断横断等等等等にににに支障支障支障支障をきたすほかをきたすほかをきたすほかをきたすほか、村民、村民、村民、村民がががが交通事故交通事故交通事故交通事故にににに
巻巻巻巻きききき込込込込まれるまれるまれるまれる可能性可能性可能性可能性もももも高高高高いいいい道路道路道路道路でありでありでありであり、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民やややや園園園園児児児児、、、、児児児児童、生徒童、生徒童、生徒童、生徒のののの保護者保護者保護者保護者からからからから
もももも、再三、再三、再三、再三にわたりにわたりにわたりにわたり早期早期早期早期のののの拡拡拡拡幅改良幅改良幅改良幅改良やややや信信信信号号号号機機機機のののの設置設置設置設置のののの要望要望要望要望がががが出出出出されていますされていますされていますされています。。。。    
    県県県県道道道道60606060号号号号・・・・70707070号号号号をををを含含含含めためためためた清清清清川村川村川村川村のののの県県県県道３路線道３路線道３路線道３路線につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、宮、宮、宮、宮ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬ダムのダムのダムのダムの建設建設建設建設
時時時時にににに完成完成完成完成にににに合合合合わせてわせてわせてわせて整備整備整備整備していただくようしていただくようしていただくようしていただくよう昭和昭和昭和昭和56565656年年年年にににに県県県県にににに約束約束約束約束していただいているしていただいているしていただいているしていただいている
ものですがものですがものですがものですが、平成、平成、平成、平成12121212年年年年のダムのダムのダムのダム完成後多年完成後多年完成後多年完成後多年がががが経経経経過過過過しししし、交通量、交通量、交通量、交通量がががが激激激激増増増増したしたしたした今日今日今日今日においてにおいてにおいてにおいて
もいまだもいまだもいまだもいまだ未整備未整備未整備未整備のままとなっていますのままとなっていますのままとなっていますのままとなっています。。。。    
    特特特特にににに幅員幅員幅員幅員がががが狭狭狭狭くくくく危危危危険険険険なななな「湯出川橋～「湯出川橋～「湯出川橋～「湯出川橋～坂坂坂坂本橋間」本橋間」本橋間」本橋間」にはにはにはには、「古在家、「古在家、「古在家、「古在家バイパスバイパスバイパスバイパス整備計整備計整備計整備計
画画画画」」」」をををを進進進進めていただいていますがめていただいていますがめていただいていますがめていただいていますが、早期完成、早期完成、早期完成、早期完成にににに向向向向けたさらなるけたさらなるけたさらなるけたさらなる事業促進事業促進事業促進事業促進をををを要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    
    またまたまたまた、村民、村民、村民、村民のののの交通安全確保交通安全確保交通安全確保交通安全確保のためのためのためのため、次、次、次、次のののの２箇所２箇所２箇所２箇所にににに信信信信号号号号機機機機をををを設置設置設置設置するようするようするようするよう要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    
    
    アアアア    村道山岸外周線村道山岸外周線村道山岸外周線村道山岸外周線にににに接接接接続続続続するするするするＴ字路Ｔ字路Ｔ字路Ｔ字路    
    イイイイ    清清清清川村役場前川村役場前川村役場前川村役場前    

((((2)2)2)2)片原片原片原片原・・・・柳梅地柳梅地柳梅地柳梅地区区区区のののの山林山林山林山林のののの崩崩崩崩壊壊壊壊防止防止防止防止対対対対策策策策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて（（（（清清清清川村）川村）川村）川村）    

    清清清清川村煤川村煤川村煤川村煤ヶヶヶヶ谷地域谷地域谷地域谷地域にににに位置位置位置位置するするするする片原片原片原片原・・・・柳梅地柳梅地柳梅地柳梅地区区区区はははは、小、小、小、小鮎鮎鮎鮎川川川川のののの左岸左岸左岸左岸にににに位置位置位置位置しししし急峻急峻急峻急峻なななな山山山山
肌肌肌肌のののの下下下下のののの平地平地平地平地にににに住宅住宅住宅住宅をををを建設建設建設建設しししし、古、古、古、古くからくからくからくから居住地居住地居住地居住地区区区区をををを形成形成形成形成していますしていますしていますしています。。。。    
    平成平成平成平成11111111年夏年夏年夏年夏のののの豪雨豪雨豪雨豪雨においてにおいてにおいてにおいて、、、、このこのこのこの地地地地区区区区のののの山腹山腹山腹山腹でででで大規模大規模大規模大規模なななな崩落崩落崩落崩落がががが発発発発生生生生しししし、住民、住民、住民、住民へのへのへのへの
影響影響影響影響はなかったもののはなかったもののはなかったもののはなかったものの、梅雨、台風、梅雨、台風、梅雨、台風、梅雨、台風などなどなどなど雨雨雨雨のののの多多多多いいいい時季時季時季時季にはにはにはには不安不安不安不安をををを募募募募らせらせらせらせ、自主避難、自主避難、自主避難、自主避難
をされているをされているをされているをされている方方方方などもいますなどもいますなどもいますなどもいます。。。。    
    平成平成平成平成11111111年年年年のののの崩落個所崩落個所崩落個所崩落個所についてはについてはについてはについては、早急、早急、早急、早急なななな対対対対策策策策がががが講講講講じられたほかじられたほかじられたほかじられたほか、、、、そのそのそのその周周周周辺辺辺辺のののの危危危危険険険険
個所個所個所個所のののの一部一部一部一部もももも整備整備整備整備がががが進進進進められてきましためられてきましためられてきましためられてきました。地災害減災。地災害減災。地災害減災。地災害減災総総総総合合合合対対対対策事業策事業策事業策事業としてとしてとしてとして当当当当該地該地該地該地区区区区
のののの落石防護壁落石防護壁落石防護壁落石防護壁のののの設置設置設置設置のののの落石固定落石固定落石固定落石固定をををを平成平成平成平成22222222年度年度年度年度でででで完成完成完成完成していただいていますがしていただいていますがしていただいていますがしていただいていますが、、、、このこのこのこの
地地地地区区区区のののの上流部上流部上流部上流部にはにはにはには急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩壊壊壊壊危危危危険険険険箇所箇所箇所箇所はいまだはいまだはいまだはいまだ数数数数多多多多くくくく存在存在存在存在していますしていますしていますしています。。。。    
    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、地、地、地、地区区区区住民住民住民住民のののの安全安全安全安全・・・・安心、災害安心、災害安心、災害安心、災害のののの未然防止未然防止未然防止未然防止のためのためのためのため、、、、継続継続継続継続的的的的にににに効効効効果的果的果的果的
なななな山林山林山林山林のののの崩崩崩崩壊壊壊壊防止防止防止防止対対対対策策策策をををを推進推進推進推進されるようされるようされるようされるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((3)3)3)3)柄柄柄柄沢沢沢沢及及及及びびびび深深深深沢沢沢沢治山事業治山事業治山事業治山事業のののの推進推進推進推進についてについてについてについて（愛川町）（愛川町）（愛川町）（愛川町）    

    愛川町半原地愛川町半原地愛川町半原地愛川町半原地区区区区にににに所在所在所在所在するするするする柄柄柄柄沢沢沢沢及及及及びびびび深深深深沢沢沢沢のののの流域流域流域流域についてはについてはについてはについては、市街化、市街化、市街化、市街化区区区区域域域域内内内内にににに位置位置位置位置
していることからしていることからしていることからしていることから、、、、沢沢沢沢のののの上部上部上部上部にはにはにはには住宅住宅住宅住宅がががが立立立立ちちちち並並並並んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、近年、、近年、、近年、、近年、沢沢沢沢のののの山腹山腹山腹山腹のののの崩崩崩崩
壊壊壊壊がががが進進進進みみみみ、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの安全安全安全安全をををを脅脅脅脅かすかすかすかす状状状状況況況況となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    当当当当該箇所該箇所該箇所該箇所についてはについてはについてはについては、傾斜地、傾斜地、傾斜地、傾斜地のののの多多多多くがくがくがくが保安林指定保安林指定保安林指定保安林指定をををを受受受受けておりけておりけておりけており、治山事業、治山事業、治山事業、治山事業によっによっによっによっ
てててて崩崩崩崩壊壊壊壊防止防止防止防止対対対対策策策策をををを講講講講ずることがずることがずることがずることが可能可能可能可能とととと思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので、災害、災害、災害、災害のののの未然防止未然防止未然防止未然防止のためのためのためのため、治、治、治、治
山施設山施設山施設山施設のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進されるようされるようされるようされるよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    

((((4)4)4)4)急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩壊壊壊壊防止事業防止事業防止事業防止事業のののの推進推進推進推進についてについてについてについて（愛川町）（愛川町）（愛川町）（愛川町）    

    愛川町愛川町愛川町愛川町におけるにおけるにおけるにおける急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩急傾斜地崩壊壊壊壊防止事業防止事業防止事業防止事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、現在、田代Ａ地、現在、田代Ａ地、現在、田代Ａ地、現在、田代Ａ地区区区区のののの工事工事工事工事
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がががが進進進進められていますがめられていますがめられていますがめられていますが、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民のののの安全安全安全安全なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの確保確保確保確保はははは急務急務急務急務でありますことかでありますことかでありますことかでありますことか
らららら、早期完成、早期完成、早期完成、早期完成をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、中津大塚地、中津大塚地、中津大塚地、中津大塚地区区区区においてもにおいてもにおいてもにおいても工事工事工事工事着着着着手手手手がががが予定予定予定予定されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて早期早期早期早期
完成完成完成完成をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

((((5)5)5)5)伊勢原養護伊勢原養護伊勢原養護伊勢原養護学学学学校校校校のののの通通通通学学学学にににに関関関関するするするする支援支援支援支援についてについてについてについて（愛川町）（愛川町）（愛川町）（愛川町）    

    愛川町愛川町愛川町愛川町からからからから伊勢原養護伊勢原養護伊勢原養護伊勢原養護学学学学校校校校にににに通通通通うううう児児児児童生徒童生徒童生徒童生徒にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、学学学学校校校校にスクールバスがにスクールバスがにスクールバスがにスクールバスが設設設設
置置置置されていないためされていないためされていないためされていないため、自力通、自力通、自力通、自力通学学学学やややや保護者保護者保護者保護者のののの送迎送迎送迎送迎によるによるによるによる通通通通学学学学がががが就就就就学学学学のののの条条条条件件件件のののの一一一一つとなつとなつとなつとな
りりりり、就、就、就、就学学学学してもしてもしてもしても、体調不良等、体調不良等、体調不良等、体調不良等によりによりによりにより保護者保護者保護者保護者のののの送迎送迎送迎送迎がががが難難難難しいしいしいしい日日日日にはにはにはには、通、通、通、通学学学学できずできずできずできず学学学学習習習習
のののの機機機機会会会会がががが奪奪奪奪われてしまうこともありますわれてしまうこともありますわれてしまうこともありますわれてしまうこともあります。。。。    
    このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、障、障、障、障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある児児児児童生徒童生徒童生徒童生徒のののの教教教教育育育育のののの機機機機会会会会をををを保障保障保障保障するためするためするためするため、特別、特別、特別、特別
支援支援支援支援学学学学校校校校のスクールバスについてのスクールバスについてのスクールバスについてのスクールバスについて、伊勢原養護、伊勢原養護、伊勢原養護、伊勢原養護学学学学校校校校へのへのへのへの新規設置新規設置新規設置新規設置をををを強強強強くくくく要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    

((((6)6)6)6)簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業にににに係係係係るるるる支援支援支援支援についてについてについてについて（（（（清清清清川村）川村）川村）川村）    

    県県県県営営営営水道水道水道水道のののの給水給水給水給水をををを受受受受けることができないけることができないけることができないけることができない地域地域地域地域のののの多多多多くはくはくはくは水源地水源地水源地水源地となっておりとなっておりとなっておりとなっており、市町、市町、市町、市町
村及村及村及村及びびびび組合組合組合組合がががが簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業をををを運運運運営営営営しししし、、、、飲飲飲飲料水料水料水料水をををを供給供給供給供給しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、小規模、小規模、小規模、小規模なななな事業事業事業事業
者者者者がががが多多多多くくくく、維持管理費用、維持管理費用、維持管理費用、維持管理費用がががが増増増増大大大大しているとともにしているとともにしているとともにしているとともに専専専専門的門的門的門的なななな知識知識知識知識をををを持持持持つつつつ職員職員職員職員もももも少少少少ないないないない
ためためためため、運、運、運、運営営営営にににに苦慮苦慮苦慮苦慮していますしていますしていますしています。。。。    
    簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道をををを運運運運営営営営しているしているしているしている事業者事業者事業者事業者ではではではでは、、、、円円円円滑滑滑滑なななな事業運事業運事業運事業運営営営営をををを行行行行うためうためうためうため、「神奈川、「神奈川、「神奈川、「神奈川県県県県水水水水
道協道協道協道協会会会会」」」」をををを組織組織組織組織しししし、事務局、事務局、事務局、事務局をををを神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県保健福祉局生活衛生部環境衛生課保健福祉局生活衛生部環境衛生課保健福祉局生活衛生部環境衛生課保健福祉局生活衛生部環境衛生課がががが行行行行いいいい、水、水、水、水
道事業運道事業運道事業運道事業運営営営営のののの知識向上等知識向上等知識向上等知識向上等にににに努努努努めておりますがめておりますがめておりますがめておりますが、、、、県県県県のののの行政改革行政改革行政改革行政改革にににに基基基基づくづくづくづく、「、「、「、「県県県県がががが主体主体主体主体
的的的的にににに関関関関与与与与するするするする任意任意任意任意団団団団体体体体のののの見直見直見直見直しししし」」」」によりによりによりにより、事務局、事務局、事務局、事務局がががが事業者事業者事業者事業者へへへへ移行移行移行移行されつつありまされつつありまされつつありまされつつありま
すすすす。事務局移行。事務局移行。事務局移行。事務局移行によるによるによるによる事務量事務量事務量事務量のののの増増増増大大大大はははは、協、協、協、協会会会会のみならずのみならずのみならずのみならず事業運事業運事業運事業運営営営営にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がががが
ありますありますありますあります。。。。    
    住民住民住民住民がががが安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活するためにするためにするためにするために、、、、飲飲飲飲料水料水料水料水はははは必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠でありでありでありであり、安定、安定、安定、安定したしたしたした簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道
事業事業事業事業をををを運運運運営営営営するためするためするためするため、、、、県県県県のののの財政支援及財政支援及財政支援及財政支援及びびびび人的支援人的支援人的支援人的支援をををを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
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6 6 6 6 水源地域要望水源地域要望水源地域要望水源地域要望    
        

((((1)1)1)1)水源環境保全水源環境保全水源環境保全水源環境保全・・・・再生市町村交付金再生市町村交付金再生市町村交付金再生市町村交付金対対対対象事業象事業象事業象事業のののの拡拡拡拡大大大大についてについてについてについて（水源地（水源地（水源地（水源地
域）域）域）域）    

アアアア    森林森林森林森林はははは、水源涵養、水源涵養、水源涵養、水源涵養やややや防災機能防災機能防災機能防災機能のみならずのみならずのみならずのみならず、美、美、美、美しいしいしいしい景景景景観観観観のののの形成、形成、形成、形成、レクリエーショレクリエーショレクリエーショレクリエーショ
ンのンのンのンの場場場場のののの提供等提供等提供等提供等様々様々様々様々なななな機能機能機能機能をををを有有有有しておりしておりしておりしており、保全、保全、保全、保全とととと再生再生再生再生にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりましたんでまいりましたんでまいりましたんでまいりました
がががが、本、本、本、本来来来来のののの森林森林森林森林としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能がががが活用活用活用活用されるためにはされるためにはされるためにはされるためには、、、、経済経済経済経済林林林林としてとしてとしてとして活用活用活用活用されることされることされることされること
がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、高、高、高、高齢齢齢齢樹林樹林樹林樹林のののの更新並更新並更新並更新並びにびにびにびに針葉樹林針葉樹林針葉樹林針葉樹林とととと広広広広葉樹林葉樹林葉樹林葉樹林のののの計計計計画画画画的的的的なななな整備整備整備整備のののの推進推進推進推進をををを
図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに間伐材間伐材間伐材間伐材のののの搬出搬出搬出搬出・・・・利用利用利用利用もあわせたもあわせたもあわせたもあわせた林材林材林材林材のののの有有有有効効効効なななな流通体制流通体制流通体制流通体制のののの整備整備整備整備をををを水源環水源環水源環水源環
境保全境保全境保全境保全・・・・再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業のののの活用活用活用活用によりによりによりにより推進推進推進推進することすることすることすること。。。。    
    
イイイイ    地域林業形成促進事業地域林業形成促進事業地域林業形成促進事業地域林業形成促進事業やややや水源環境保全水源環境保全水源環境保全水源環境保全・・・・再生事業再生事業再生事業再生事業などのなどのなどのなどの林業施策林業施策林業施策林業施策についてはについてはについてはについては、、、、
森林整備森林整備森林整備森林整備というというというという目的目的目的目的をををを同同同同じくするもののじくするもののじくするもののじくするものの、補助制度、補助制度、補助制度、補助制度のしくみにのしくみにのしくみにのしくみに相違相違相違相違がありがありがありがあり、制度利、制度利、制度利、制度利
用用用用にはにはにはには理解理解理解理解しにくいものとなっているとともにしにくいものとなっているとともにしにくいものとなっているとともにしにくいものとなっているとともに、費用負、費用負、費用負、費用負担担担担にににに矛盾（較差）矛盾（較差）矛盾（較差）矛盾（較差）がががが生生生生じてじてじてじて
いるいるいるいる。地域林業形成促進事業。地域林業形成促進事業。地域林業形成促進事業。地域林業形成促進事業によりによりによりにより森林整備森林整備森林整備森林整備をををを実実実実施施施施しているしているしているしている森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者にににに対対対対してしてしてして水水水水
源環境保全源環境保全源環境保全源環境保全・・・・再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業によりによりによりにより所有者負所有者負所有者負所有者負担担担担分分分分をををを全額助成全額助成全額助成全額助成することすることすることすること。。。。    
    
ウウウウ    水源環境保全水源環境保全水源環境保全水源環境保全・・・・再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業再生市町村交付金事業はははは事務量事務量事務量事務量もももも多多多多くくくく、執行、執行、執行、執行にににに当当当当たってたってたってたって相相相相当当当当なななな
労労労労力力力力をををを費費費費やしているやしているやしているやしている。本事業。本事業。本事業。本事業はははは神奈川神奈川神奈川神奈川県県県県全体全体全体全体のののの環境保全環境保全環境保全環境保全・・・・良質良質良質良質なななな水水水水のののの安定確保安定確保安定確保安定確保をををを目目目目
的的的的としていることからとしていることからとしていることからとしていることから、人件費、人件費、人件費、人件費についてもについてもについてもについても交付金交付金交付金交付金のののの対対対対象象象象とするとともにとするとともにとするとともにとするとともに、交付方法、交付方法、交付方法、交付方法
についてもについてもについてもについても精算精算精算精算払払払払いいいい方式方式方式方式からからからから概概概概算算算算払払払払いいいい方式方式方式方式へへへへ変変変変更更更更することすることすることすること。。。。    

((((2)2)2)2)河川河川河川河川区区区区域域域域内内内内におけるにおけるにおけるにおける廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物処処処処理理理理対対対対策策策策についてについてについてについて（水源地域）（水源地域）（水源地域）（水源地域）    

    相模川相模川相模川相模川のののの取水堰取水堰取水堰取水堰はははは、多、多、多、多くのくのくのくの県県県県民民民民へのへのへのへの水道水供給水道水供給水道水供給水道水供給のののの根幹根幹根幹根幹となるとなるとなるとなる重要重要重要重要なななな水源水源水源水源でありでありでありであり、、、、
県県県県民民民民にににに安全安全安全安全でおいしいでおいしいでおいしいでおいしい水道水水道水水道水水道水をををを安定的安定的安定的安定的にににに供給供給供給供給するためにもするためにもするためにもするためにも、河川環境、河川環境、河川環境、河川環境のののの美化等、水美化等、水美化等、水美化等、水
質保全質保全質保全質保全にににに係係係係るるるる取組取組取組取組がががが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠ですですですです。。。。    
    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、河川、河川、河川、河川区区区区域域域域内内内内においてはにおいてはにおいてはにおいては、不法投棄、不法投棄、不法投棄、不法投棄がががが数数数数多多多多くくくく発発発発生生生生していることしていることしていることしていること、、、、まままま
たたたた、町外、町外、町外、町外からのからのからのからの行行行行楽楽楽楽客客客客によるごみのによるごみのによるごみのによるごみの放置放置放置放置などによりなどによりなどによりなどにより、水源環境、水源環境、水源環境、水源環境のののの悪悪悪悪化化化化がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる
状状状状況況況況となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
    こうしたこうしたこうしたこうした事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、本、本、本、本来来来来、河川管理者、河川管理者、河川管理者、河川管理者がががが行行行行うべきものでありますことかうべきものでありますことかうべきものでありますことかうべきものでありますことか
らららら、、、、県県県県におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、取水堰、取水堰、取水堰、取水堰のののの上流域上流域上流域上流域はははは全全全全てててて重要重要重要重要なななな水源地域水源地域水源地域水源地域であるとのであるとのであるとのであるとの認識認識認識認識にににに
立立立立ちちちち、不法投棄、不法投棄、不法投棄、不法投棄廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処処処処理及理及理及理及びびびび河川敷河川敷河川敷河川敷のののの清清清清掃、河川遊客掃、河川遊客掃、河川遊客掃、河川遊客にににに対対対対するするするする美化意識（河川美化意識（河川美化意識（河川美化意識（河川
のののの流水流水流水流水がががが県県県県民民民民のののの飲飲飲飲料水料水料水料水としてとしてとしてとして利用利用利用利用されていることされていることされていることされていること等）等）等）等）のののの啓啓啓啓発発発発等等等等についてについてについてについて、積極的、積極的、積極的、積極的にににに
取取取取りりりり組組組組まれますようまれますようまれますようまれますよう強強強強くくくく要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    
    またまたまたまた、河川、河川、河川、河川のののの環境美化環境美化環境美化環境美化をををを保全保全保全保全するするするする事業事業事業事業にありましてはにありましてはにありましてはにありましては、水源環境、水源環境、水源環境、水源環境をををを保全保全保全保全・・・・再生再生再生再生すすすす
るためのるためのるためのるための個人個人個人個人県県県県民民民民税税税税超過超過超過超過税税税税（水源環境（水源環境（水源環境（水源環境税税税税））））のののの使途使途使途使途とすることをとすることをとすることをとすることを引引引引きききき続続続続きききき要望要望要望要望しましましましま
すすすす。。。。    

((((3)3)3)3)市町村設置型高度市町村設置型高度市町村設置型高度市町村設置型高度処処処処理型合理型合理型合理型合併併併併処処処処理理理理浄浄浄浄化槽整備化槽整備化槽整備化槽整備にににに係係係係るるるる交付金交付金交付金交付金対対対対象象象象経経経経費等費等費等費等
のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて（水源地域）（水源地域）（水源地域）（水源地域）    

    現在、三保現在、三保現在、三保現在、三保ダムダムダムダム集水域集水域集水域集水域においてにおいてにおいてにおいて、水源環境保全、水源環境保全、水源環境保全、水源環境保全・・・・再生市町村交付金等再生市町村交付金等再生市町村交付金等再生市町村交付金等をををを活用活用活用活用しししし
てててて、高度、高度、高度、高度処処処処理型合理型合理型合理型合併併併併処処処処理理理理浄浄浄浄化槽化槽化槽化槽のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進しておりしておりしておりしており、設置、設置、設置、設置したしたしたした浄浄浄浄化槽化槽化槽化槽のののの維持管理維持管理維持管理維持管理
費費費費についてはについてはについてはについては、年度、年度、年度、年度ごとにごとにごとにごとに１基１基１基１基あたりあたりあたりあたり、年間、年間、年間、年間10101010万万万万円円円円でででで５年間分５年間分５年間分５年間分にににに限限限限りりりり、交付金、交付金、交付金、交付金のののの対対対対
象象象象経経経経費費費費としてとしてとしてとして補助補助補助補助していただいていますしていただいていますしていただいていますしていただいています。一般的。一般的。一般的。一般的にににに当当当当該該該該浄浄浄浄化槽化槽化槽化槽のののの耐用年耐用年耐用年耐用年数数数数はははは、約、約、約、約30303030
年年年年とととと言言言言われておりわれておりわれておりわれており、、、、そのそのそのその間間間間にににに充分充分充分充分なななな維持管理維持管理維持管理維持管理をををを行行行行わないとわないとわないとわないと、本、本、本、本来来来来のののの能力能力能力能力がががが損損損損なわなわなわなわ
れれれれ、現在、現在、現在、現在のののの良好良好良好良好なななな水環境水環境水環境水環境をををを維持維持維持維持することがすることがすることがすることが出出出出来来来来なくなるなくなるなくなるなくなる恐恐恐恐れもありますれもありますれもありますれもあります。。。。    
    現在、維持管理費現在、維持管理費現在、維持管理費現在、維持管理費のののの補助補助補助補助についてはについてはについてはについては、５人槽、５人槽、５人槽、５人槽をををを基礎基礎基礎基礎としてとしてとしてとして算定算定算定算定しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、
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本事業本事業本事業本事業をををを推進推進推進推進しているしているしているしている整備整備整備整備エリアエリアエリアエリア内内内内にはにはにはには、規模、規模、規模、規模のののの大大大大きいきいきいきい浄浄浄浄化槽化槽化槽化槽のののの設置設置設置設置がががが必要必要必要必要となとなとなとな
るるるる、公共施設、旅館、、公共施設、旅館、、公共施設、旅館、、公共施設、旅館、キャンプキャンプキャンプキャンプ場場場場がががが多多多多数数数数ありありありあり、今後、町、今後、町、今後、町、今後、町ではではではでは一般住宅一般住宅一般住宅一般住宅のののの他他他他にににに、、、、こうこうこうこう
したしたしたした規模規模規模規模のののの大大大大きいきいきいきい公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。    
    しかししかししかししかし、、、、14141414人槽以上人槽以上人槽以上人槽以上のののの維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費はははは、一般住宅、一般住宅、一般住宅、一般住宅よりかなりよりかなりよりかなりよりかなり高額高額高額高額でありでありでありであり、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴
いいいい浄浄浄浄化槽使用料化槽使用料化槽使用料化槽使用料もももも高額高額高額高額になるためになるためになるためになるため、事業所等、事業所等、事業所等、事業所等のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進することがすることがすることがすることが困難困難困難困難なななな状状状状況況況況にににに
ありますありますありますあります。。。。    
    したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、一般住宅、一般住宅、一般住宅、一般住宅・・・・事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび町町町町のののの費用負費用負費用負費用負担担担担軽軽軽軽減減減減のためにものためにものためにものためにも、維持管理、維持管理、維持管理、維持管理
費費費費のののの実実実実情情情情についてについてについてについて調調調調査査査査しししし、市町村、市町村、市町村、市町村とととと調整調整調整調整のののの上、上、上、上、増増増増額額額額についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的なななな検検検検討討討討をををを進進進進めるめるめるめる
ようようようよう要望要望要望要望しますしますしますします。。。。        
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