
質問１ 回                   答

吉田予定候補

　人口の減少は、市税収入の減少や市内消費の縮小に繋がることから、都市の活
力全体が低下傾向となり、さらには市税収入の減により市民サービスにも大きな影
響を及ぼすことになります。
  このため私としては、人口減少に歯止めを掛けるだけでなく、少しでも定住人口
の増加を目指すことが、本市の最重点事項であると認識しており、市のあらゆる施
策を人口増加に結び付ける総合政策として取り組んでいく考えです。
　現状では結婚・子育て世代の人口の減少が課題となっていることから、「子育て」
と「教育」に特に力を注いでいく必要があります。さらに横須賀の地域資源を最大
限に活用し、横須賀を「選ばれるまち」として、企業からも、観光客からも選ばれる、
そして、若い世代からも選ばれるまちを目指していきます。
　具体的には、
　・出産環境の向上（医療体制の充実、相談体制を拡充）
　・小児医療費の拡大
　・保育園の待機児童解消
　・すべての小学校区に学童クラブの設置
　・小中学生の学力向上
　・「子どもが主役になれるまち」としてシティセールスを向上
などを中心にあらゆる施策を総動員して定住人口の増加に結び付けていく考えで
す。

広川予定候補

　人口の増減は、街への信頼のバロメーターと考えていて、現在の人口減少は皆
さんから横須賀市への信頼が揺らいでいるからと捉えています。
　そのため、子育て世代の皆さんには、子どもたちの未来を託してもらえるように、
事業者の皆さんには大胆な投資をしてもらえるように、横須賀への信頼を回復させ
る取り組みを進めていきたいと考えています。
　具体的には、次項以下の設問で回答します。

岸予定候補

　横須賀市の人口減少には様々な原因があると思いますが、大きな理由として3点
あると考えています。
　まず、この街に仕事がないことです。横浜、東京、あるいは千葉の方までいかな
いと仕事がないことから、それを機に職場の近くに引っ越していきます。ここにたい
する政策は2項で示しています。
　2点目は 、子育て政策が県内だけでなく全国的にみても遅れているからです。学
童保育の保育料は日本で一番高いですし、全国で8割も実施され保護者からの要
望も多い中学校給食の実現が考えることもされてません。小児医療費の無料化は
秋から2年生まで引き上げられますが、現在就学時前までとたいへん遅れていま
す。子育て世代からは、「おじいちゃん、おばあちゃんの助けがないと、この街では
子育て出来ない」と言われています。横須賀市が行った、「子どもを産み育てやす
いまちづくり」アンケートでも、子育てしやすいかどうかに対し「あまり思わない」「思
わない」が30代で54.2％、40代で39.1%と、子育て真っ盛りの人の要望とマッチして
いないことがわかります。今、両親とも働く家庭が多く、一人親で育てる家庭も多い
です。子育てしやすい街に越さないと、仕事と子育てが両立できないですし、子育
てしにくい街は、どの人にとっても住みにくいです。子育て政策については4項に示
しています。
　3点目は、原子力空母のある基地の街だからです。横須賀市が昨年9月に行っ
た、横須賀市にどの程度住みたいと感じているかのアンケートで、横須賀は住みた
くない町のNo.1になっています。特に女性が住みたくないと感じていて、これは基地
の街だからです。福島原発事故の後、子どもたちを放射能から守る運動をしている
方からお話を伺うと、原子力空母に対し詳しい人ほど、引っ越していったとお聞きし
ました。米兵犯罪も頻発し、基地と市民生活は相容れないことを実感しているかた
は多いです。基地開放日には何万という方が基地を訪れたり、軍港ウオッチングの
観光船が満員だったりしますが、観にはきてもこの街に住もうとは思わないというこ
とです。憲法の平和的生存権はこの街に生かされていいはずですし、この街は誇
るべき軍転法を持っています。ここに沿って、原子力空母のある基地の街から、平
和で安心して住める横須賀に転換していきます。

ヨコスカをよくする会  市長選挙予定候補者 公開アンケート

　横須賀市内で
現在人口が減少
していることを、
どうとらえていま
すか。
　それに対して、
どのような市の
政策を実行した
いと考えます
か。
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質問２ 回                   答

吉田予定候補

　本市の地域経済は、市内人口の減少や生産年齢人口の割合低下、大型商業施
設の一部閉館、雇用力のある大型企業が市外流出した影響などにより、市内消費
が落ち込み、事業所数や従業者数の低迷が続く厳しい状況にあると思います。市
民の実感としても元気度が下がっていると感じている方が多いと思います。
　この状態を脱却し市内経済の体質を強化していくためには、シティセールスによ
り、にぎわい、活力を生み出していくことに加え、期待できる分野への集中投資や
企業の意欲的で創造的な活動をしっかり支援していくことが必要です。
　特に、横須賀の顔である「横須賀中央エリアの再生」は本市経済活性化の鍵であ
り、横須賀に元気を取り戻す起爆剤として捉えています。魅力ある商業施設やサー
ビス業の立地を促し、市内外からの集客を生み出すためにも、中央エリアの活性
化は最重要課題です。
　また、本市の経済活動に大きな役割を担っている中小企業への支援も重要で、
事業者のニーズを捉えつつ、需要創出や体質の強化に結び付く施策を進めていく
必要があると思います。
　具体的には、
　・横須賀中央エリアの再開発を推進
　・横須賀中央エリアにぎわいプロジェクト実施
　・中小企業推進プランの推進
　・企業誘致の推進
　・地域密着型商店街への支援
　・横須賀の地域資源を生かした集客観光事業
　・産業の振興につながる地産地消の推進
　・基地などから、市内事業者が受注を増やす
　・入札制度を改革し市内事業者の発注を増やす

広川予定候補

　人口の減少に加え、集客の核となる大型店の縮小などにより、大変、厳しい状況
と捉えています。
　まず、事業主の皆さんには、安心して投資ができるようなセーフティネットを用意
します。また､､国の成長戦略に呼応した新分野産業の創出・誘致にも取り組みま
す｡
　私は、中学校給食を是非、実現させたいと考えていますが、その食材には地元の
農水産物を使わせていただき、市内の青果店・鮮魚店・精肉店の力もお借りして、
中学校給食に併せ市内経済の活性化を実現します。
　人を呼び込むことも重要なので、高等教育機関や専門学校の誘致を実現するほ
か、来訪者を周遊化させる仕組みをつくり、経済効果を拡大させます。

　地元経済の現
状を、どうとらえ
ていますか。
　それに対して、
どのような市の
政策を実行した
いと考えます
か。
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岸予定候補

　国政の影響も大きく、仕事がなく、あっても非正規などの働かされから賃金が低
い。このことから、経済が循環せず地元業者の廃業や店じまいする商店があとをた
たない、暮らしが成り立たない状況が続いています。大胆な発想と転換で、希望と
活力ある横須賀をつくる経済ビジョンには、二つの柱があります。
　一つは、仕事があり、憲法の保障する人間らしく暮らせる給料がもらえる街にす
ること。それには、企業誘致にばかり頼るのではなく、「経済を牽引する力」である
地元業者や商店街を徹底的に応援します。
・地元業者に仕事をつくる
　地元の業者に仕事があることが、街の活性化には欠かせません。横須賀市の仕
事の少なさは県内でも突出し、3000人もの職人さんが転職する事態がうまれてい
ます。私たちは、市民が助かり、地元業者に仕事がまわる「住宅リフォーム助成制
度」「木造家屋への耐震診断と耐震改修の助成制度」「空き家住宅解体補助」の対
象枠を広げると同時に、本当に仕事が廻り、ちゃんとした賃金がえられるまで予算
枠を広げます。
・商店街に活気を
　今、多くの商店が閉店に追い込まれているなか、商店街の活性化は急務です。
アーケードなどのような商売をやる環境を整える商店街づくり、人が集まる支援をし
ていきます。街の人たちのコミュニティがほしいという要望とも重ね合わせ、空き店
舗の活用をすすめます。また、コミュニティバスの運行路線を地元商店街と結びま
す。
　もう一つは、横須賀の未来を拓く経済ビジョンです。歴史の岐路に立つ大胆な発
想の転換で、再生可能エネルギーを市民と共同して作ります。福島原発事故から
私たちは、多くのことを知りました。人間と核は共存できないこと。地震列島日本が
54基もの原発列島になっていること。福島のような遠くから電気が送られてくるこ
と。ドイツをはじめ電力会社を選べる国があること。そこから導きだされた答えは、
脱原発・再生可能エネルギーの自前の地域発電所を市民と共同して作ることで
す。 住民の安全より大企業の利益が優先されていたエネルギーを、地域の手に取
り戻します。地域の産業振興につなげ、人口の流出が止まらず、街がさびれ、仕事
がない横須賀を、活力ある街に変えます。そして、もう一つは、基地を市民の手に
取りもどし、街づくりを考えていくことです。
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質問３ 回                   答

吉田予定候補

　本市の人口は、平成4年をピークに穏やかな減少傾向にありますが、高齢者人口
は増加を続け、高齢化率は約27％となりました。なかでも、子ども世代の独立によ
り、「ひとり暮らし高齢者」及び「高齢者のみの世帯」の占める割合が高齢者のいる
世帯の過半数を超え、谷戸や団地に住む高齢者の見守りが課題となっています。
　民生委員・児童委員による見守りや町内会など、高齢者を支える地域福祉活動
は、昔から積極的に行なわれており、様々な活動団体も広がりをみせていますが、
市全体としては十分とは言えません。
　このような状況下で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために
は、生涯現役を目指し、健康増進と介護予防のサービスをトータルで考え、効果的
に提供していきます。
　具体的には
　・保健師を拡充することにより、市民の健康を増進
　・プールなどの健康増進施設のお試し利用券を配布
　・健康増進と介護予防の利用促進に向けた冊子を配布
　・地域の様々な関係機関や団体とのネットワークを強化
　・特養老人ホームの待機者と待機時間を減らすため、合計100ベッドを整備

広川予定候補

　団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題は、顕在化してから対応したのでは
手遅れと考えますので、今から取り組むべき大きな課題と捉えています。
　そのためには、疾病・介護予防が重要となります。口腔ケアが疾病・介護予防に
効果が高いと言われていますので、医師会や歯科医師会のご協力をいただき体制
を整備したいと考えています。
　また、生きがいをもって暮していくことも、疾病・介護予防に繋がります。
今後、子育て世帯や農水産業への支援にあたって、マンパワーが必要となってき
ます。一方、団塊の世代などには高い社会貢献意欲を持った方々も多くいらっしゃ
います。これらをマッチングさせる仕組みをつくり、生きがいづくりと子育て支援・産
業の活性化を併せて進めていきます。

岸予定候補

　国は、高齢化社会にとって重要な年金、医療、介護などの社会保障を削り、市民
負担を増やしています。老老介護や一人暮らしが多くなった高齢者の方からは、
「幸せ度No,1でなくてよいから、普通の街程度にはしてほしい」という要望がどこへ
行ってもでます。また、丘の上に立つ住宅地が多い横須賀では、「家を建てた時は
若かったが、30年住むと買い物がたいへん。ずっとここに住めないのではないか
な」と話される方は多いです。地方自治の一番の仕事は住民の福祉です。障がい
を持つ人も、病気になっても、年をとっても安心な街をつくります。
主な政策は、介護保険の充実を国に求め、利用者が安心して使いやすい介護をす
すめます。
・介護保険料、利用料の減免を拡充するなど、所得の低い人でも安心してサービス
を受けられるように改善します。高齢者が元気で安心して暮らせる街にします。
・一人暮らし高齢者の緊急通報システムを増やします。
・はつらつシニアパスの補助額を増額し、半年で1万円で購入できるようにします。
制限のあった補助対象を希望者全員に広げます。
・交通不便地域のコミュニテーバスの導入などをすすめます。

　横須賀市内の
高齢者福祉の現
状を、どうとらえ
ていますか。
　それに対して、
どのような市の
政策を実行した
いと考えます
か。
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質問４ 回                   答

吉田予定候補

　子どもはまちの宝であり、安心して子育てができる社会を築くことは大切なことで
す。人口が減少傾向にある本市にとって、子どもを、産み、育て、学習ができる環
境を整えることは定住人口の増加にも大きな影響を及ぼすことから、重点的に組
むテーマだと考えています。
　私はこれまでも、「人づくりのまち横須賀」を政策の柱に掲げ、相談体制の充実や
保育所の待機児童解消、小児医療費の拡充など、さまざまな施策を展開してきま
したが、引き続き子育て環境に重点を置いたまちづくりを進めていきます。
　具体的には
　・いのちの基金を活用し、出産環境の向上（医師、看護師）の充実
　・乳児期世帯の「全戸訪問」など相談体制の充実
　・小児医療費助成の拡大
　・保育園の待機児童解消
　・すべての小学校区に学童クラブを整備
　・すべての小中学校で行っている学力向上教室を充実
　・いじめ防止条例の提案
　・保護者のニーズに応えた中学校昼食（スクールランチの改善）

広川予定候補

　幼稚園や保育園、学童クラブの現場の皆さんの献身的なご努力によって、支えら
れているのが現状と捉えています。
　幼稚園・保育園については、現場を離れている有資格の方が、現場に復帰しや
すい仕組みづくりを始めとして、幼稚園教員や保育士の育成支援に取り組んでい
きます。
　学童クラブについても、夜遅くまで運営のための事務作業をしているとか、指導
員さんの確保のために東奔西走しているという声をよくお聞きします。
(3)の回答に記載したように、社会貢献の意欲をもった方のお力を貸していただける
ように、市が責任をもってコーディネートする体制をとって、進めていきたいと考えて
います。
　また、子育て世帯の経済的負担の軽減のために、小児医療無料化の対象を小
学校６年生にまで拡大します。

岸予定候補

　1項でも示したように、横須賀市の子育て政策は、全国的にみても遅れています。
憲法にあるように、すべての子どもの健全な成長を保障するのが政治の役割で
す。子どもを大事にする社会をつくります。また、他市と違い、原子力空母や核燃
料工場など、放射能事故の危険性に対し、時には国に立ち向かい、未来にわたり
子どもの命を本気で守る市政が求められています。
　主な政策は
・学童保育の保育料を半額にします。
・中学校の完全給食を実施します。
・小学校6年生まで医療費を無料化します。
・放射能から子どもたちを守ります。
　学校給食の放射能測定を継続し、保育園・幼稚園でも実施します。子どもに関係
する施設などで放射能から子どもを守るため、プログラムを作成し、研修と防災訓
練が実施できるようにします。

　横須賀市内の
子育て環境の現
状を、どうとらえ
ていますか。
　それに対して、
どのような市の
政策を実行した
いと考えます
か。
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質問５ 回                   答

吉田予定候補

　地方分権の時代において、自分たちのまちのことは自分たちで考えて決める市
民自治のまちづくりを実現したいと考えています。自治基本条例は、そのための基
本理念や基本的ルールを定めたものであり、「市民が主役のまちづくり」という方向
性を将来にわたって約束し、市民、議会、行政が力を合わせてより良いまちづくりを
行っていくためにぜひ必要な条例です。
　したがいまして、昨年の市議会では、市民への周知不足や住民投票の位置付け
などについて多くの議論があり条例案が否決となりましたが、これまでの議論を踏
まえた見直しを行い、再度、提案できるよう取り組みを進めていきたいと考えていま
す。
　また、住民投票につきましては、市民自治を実現するための手段として重要なも
のであると考えていますので、横須賀市にふさわしい制度としてどのような形で自
治基本条例に盛り込むべきか、これまでの市議会の審議を踏まえて改めて検討し
てまいります。

広川予定候補

　横須賀市は、市民協働やパブリックコメントなどの条例を整備し、早＜から住民
自治の推進に取り組んできていて、自治基本条例の趣旨は達していると考えてい
ます。
　住民投票については、地方自治法でその実施が担保されていますので、住民投
票条例を設ける必要性を感じていません。

岸予定候補

　 重要問題は市民の声が直接反映できることが必要です。
・自治基本条例は市の憲法とも言えるもので、他の条例の解釈や市政運営の指針
となるものです。住民自治をしっかり根付かせ発展させることができると期待されま
すので、是非制定させたいです。
・住民投票条例は、市民の重要な意見表明の機会として制定し、国政に対する意
見表明も含めて幅広い視野で制定します。

質問６ 回                   答

吉田予定候補

　米軍基地と原子力空母の存在を現実として受け止めるという姿勢に変わりありま
せん。
　原子力艦事故についての地域防災計画の見直しについては、国が示している
「防災基本計画」「原子力災害対策指針」「原子力艦の原子力災害対策マニュア
ル」で考え方が整理されていない状況なので、国に対し考え方を整理して提示する
よう要請しているところです。今後、この要請への回答を踏まえて対応していく考え
です。

広川予定候補

　原子力空母の前方展開については、我が国の安全保障の一環であって、横須賀
の安全は我が国全体の安全保障があってのことと考えています。
　原子力艦の事故対策については、国がしっかりと考え方を示し、実施していくべき
ものと考えています。

岸予定候補

　 安全・安心のまちづくりの観点で考えるなら、米軍基地の撤去は避けて通れませ
ん。戦争の拠点である横須賀を50年後、100年後の子どもたちには手渡せません。
・原子力空母は母港撤回を国に求めることを基本姿勢としていますが、現実に母港
とされている以上、市民の安全を守る防災対策は必要と考えます。地域防災計画
の見直しにあたって、福島原発事故を踏まえたものにしていくことが大原則です。
そのため、国が示している原子力艦の原子力災害対策マニュアルの見直しがすす
んでいないことは大問題です。このマニュアル見直しを国に求めるとともに、新しい
原子力災害対策指針に基づいて地域防災計画の見直しをすすめます。市民を放
射能被曝から守る対策が立案できないことが明らかになった時には、そのことも根
拠として母港撤回を求めます。
・市民参加の避難訓練を実地に近い形でできるよう国に求めます。

　自治基本条例
や住民投票条例
について、どの
ように評価し、ど
のようにしていき
たいですか。

　原子力空母の
母港や、原子力
艦事故について
の横須賀市地域
防災計画の見直
しについては、ど
のように考え、ど
のようにしていき
たいですか。
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