
34

責任ある政治 実行力ある改革 

■３期目の任期が始まりました
 先の横浜市議会議員選挙において9,774票の付託をいただき、４月30
日から３期目の任期が始まりました。
 ２期目後半から所属をしました、「自由民主党横浜市会議員団・無所属
の会」に引き続き属し、２期８年の経験と実績を基に、地域の皆様のため
に全力で取り組みを推進してまいります。

■第３回市会定例会
　第３回市会定例会が９月３日から10月16日までの44日間に渡り開
会され、平成30年度の横浜市決算をはじめ、横浜市政に関することを
集中的に議論しました。
　本会議、常任委員会（こども青少年・教育）、特別委員会（新たな都市
活力推進）、決算委員会、運営委員会に出席しました。

■決算特別委員会（都市整備局審査）
　９月27日に決算特別委員会の都市整備局審査に登壇し、７テー
マ（旧保土ケ谷県税事務所の跡地活用・旧上瀬谷通信施設の土地
利用・神奈川東部方面線整備と沿線のまちづくり・石川町駅南口バ
リアフリー整備事業・まちの不燃化推進事業における公園広場整
備・土木産業遺構の歴史的建造物としての保全活用・みなとみらい
21地区整備の基本理念と現在の開発状況）、29項目の質問や指
摘、提言（意見）をしました。
旧保土ケ谷県税事務所の跡地活用

保土ケ谷駅は、神奈川と東京千葉方面を結ぶ広域の鉄道路線で
あるＪＲ横須賀線の停車駅であり、バス便による広い駅勢圏を有し、一日
当たり乗降客数約７万人の駅であるにも関わらず、そのポテンシャルに見
合った街の魅力が十分発揮できていません。私は、この跡地取得の予算審
査の際にも質問をさせていただき、駅前の一等地を生かし、東口のまちづ
くりにぜひ取り組んでいただきたいと申し上げましたが、いよいよ９月から
活用事業者の公募が開始され、今後のまちづくりの展開に大変期待して
いるところです。跡地活用にあたっては、地域要望も踏まえ、早期の施設整
備をめざして既存建物を暫定活用することも検討していたと聞いていまし
たが、既存建物を解体し、新築する事業者を公募することとなった経緯
について、伺います。

神奈川県からこの施設を取得した後、横浜市において耐震診断
を実施した結果、耐震性が不足しており、また、暫定活用には避難階段の
設置等が必要となることがわかりました。こうした耐震補強や建物改修の
費用を試算した結果、多額の費用を要することから、本格活用に向けた公
募を行うこととしたものでございます。

質問

既存建物の暫定活用ではなく、本格的に活用する判断に至った
とのことですので、将来のことも見据え、地域のニーズをしっかりと踏まえ
た施設整備につなげていただきたいと思います。また、県税事務所が閉鎖
してから既に５年以上が経過しています。駅の東口を利用する多くの方々
が日 目々にする施設でもあることから、できるだけ早く新たな施設として、
地域の方に使っていただけるようにしていただきたいと思います。そこで、
今回の公募で整備する施設の内容とスケジュールについて、伺います。

かねてから地域要望のございました、地域ケアプラザと保育所を
整備するとともに、地域の課題解決につながる施設の整備に関する提案
を求めていきます。今後、11月まで提案を受け付け、来年２月に事業予定
者を決定し、３月に借地契約を締結する予定です。その後、設計及び工事
に着手し、令和５年度の施設オープンを見込んでおります。

地域の皆様が長い間切望していた地域ケアプラザや保育所が整
備されることは大変喜ばしいと思います。ぜひ一日でも早い施設オープン
に向けて取り組んでいただきたいと思います。東口の課題としては、鉄道と
国道による駅の東西分断があり、回遊性の向上が必要です。また、東口の
商店街では、建物の老朽化が進み、営業していない店舗も点在するなど、
駅前としての賑わいが十分ではありません。すぐに解決できる課題ではな
いと考えますが、こうした課題にもぜひ対応していただきたいと思います。
そこで、県税事務所の跡地活用を契機として、どのように東口のまちづ
くりを進めるのか、伺います。

今回の公募では、駅や周辺施設からデッキレベルでの歩行者動
線の接続を考慮した施設計画とすること、さらに、商店街をはじめとする
地域の活性化に向けたエリアマネジメントを行うことを条件としておりま
す。横浜市といたしましては、今回選定する事業者と連携しながら、跡地
活用にあわせて、東口全体の賑わい創出や駅東西の回遊性向上に向け
たまちづくりの検討を進めてまいります。

東口の課題を丁寧に把握し、解決に向けて取り組んでいく方向
が確認できましたが、保土ケ谷駅周辺は、都市計画マスタープランの区
プランにおいても、星川駅、天王町駅とともに区心部の一部として位置
づけられており、区内でも重要なエリアです。こうした位置づけを踏まえ、
保土ケ谷駅周辺が保土ケ谷区の中心部としてさらに発展していくよう
に取り組むべきと考えますが、副市長の見解を伺います。

保土ケ谷駅周辺地区では、西口を中心に、東海道保土ケ谷宿
の歴史を生かした魅力づくりを進めております。東口では、県税事務所の
跡地活用を契機といたしまして、子育て世代から高齢者まで幅広い世代
に対応した生活支援機能の充実や駅前広場のバリアフリー化の取組を
進めてまいります。このように、保土ケ谷区の中心部に位置し、居住者や
就業者など、多様な人が集まる保土ケ谷駅の特性を踏まえまして、まち
づくりを精力的に進めてまいります。

今回の公募を契機とし、保土ケ谷駅周辺を魅力的な街として再
生できるよう、長期的な視点を持ってしっかりと取り組んでいただきたい
と要望します。
神奈川東部方面線整備と沿線のまちづくり

このたびの相鉄・ＪＲ直通線の開業は、相鉄線沿線のまちづくり
に大きな効果をもたらすものであり、私の地元である保土ケ谷区民も大
いに期待しています。まず、運行計画ですが、相鉄・ＪＲ直通線は新宿方

面に一日あたり46本の列車が運行されるとのことです。現在、相鉄本線
は横浜方面に一日あたり304本運行されていますが、横浜方面への運
行本数がどのようになるか気になるところです。そこで、相鉄・ＪＲ直通線
開業時の横浜方面への運行ダイヤについて、伺います。

現在、相模鉄道において、横浜方面への十分な利便性が確保さ
れるよう、連絡駅での円滑な乗換え、需要を踏まえた列車種別の設定な
どの検討を進めており、詳細な運行ダイヤは、11月に発表される予定と
聞いています。

相鉄・ＪＲ直通線の開業によって、横浜駅の混雑緩和という効
果ももたらされますが、相鉄・東急直通線が開業すると、新たに東京方
面に向かう列車増発により、横浜方面の運行本数が大幅に減ってしま
うのではないかと、心配する声も聞きます。横浜駅方面への利便性が損
なわれることがないようにお願いしたいと思います。さて、今回の運行計
画によると、西谷駅に全ての相鉄・ＪＲ直通線の列車が停車するとのこと
です。西谷駅は、神奈川東部方面線と相鉄本線との分岐駅として、利便
性が飛躍的に向上することになり、利用者数も増加するのではないかと
考えます。そこで、開業後の西谷駅の利用状況をどのように想定してい
るのか、伺います。

西谷駅の改札を通過する人数を表す乗降人員は、平成30年度
の実績で、一日あたり約２万３千人でございました。相鉄・ＪＲ直通線の
開業後も、乗降人員に大きな変化はないものと考えていますが、駅構内
での相鉄本線との乗換利用が新たに発生しますため、駅の利用者は相
当程度増加すると想定しています。

西谷駅は駅舎の老朽化も進んでいるため、新たな利用者に対し、
現状の駅舎で、はたして対応可能か危惧しています。横浜市も、相模鉄道
と連携して、駅改良と周辺のまちづくりについて検討していると聞いていま
すが、西谷駅及び周辺のまちづくりの検討状況について、伺います。

西谷駅は、駅舎の老朽化、それから、バリアフリーなどにつきま
して課題がありますので、相模鉄道と共同で、駅改良の実現に向けた検
討を行っております。さらに相鉄・ＪＲ直通線の開業により、新たに交通
結節点としての役割が求められる駅になると考えていますので、駅周辺
を含めたまちづくりの方向性についても、引き続き、地元の皆様や関係
者の皆様と連携をして、検討を進めてまいります。

駅周辺のまちづくりについては、地元の「西谷駅周辺住みよいま
ちづくり連絡協議会」の意見も踏まえながら、しっかりと検討を進めてい
ただきたいと思います。新たな駅となる羽沢横浜国大駅についてですが、
当駅は、バス、タクシー等の乗降場や自転車駐車場を整備するとのこと
でしたが、羽沢横浜国大駅の交通基盤整備の具体的な内容について、
伺います。

駅への主要なアクセス動線となる環状２号線の東戸塚方面へ
の側道に、バス１台とタクシー２台及び一般車両２台分の停車帯を、ま
た、新横浜方面の側道に、バス２台分の停車帯を整備いたします。さら
に、駅周辺に200台程度の自転車駐車場を設置するなど、交通基盤の
整備を行います。

令和４年度に相鉄・東急直通線が開業すれば、さらに利用者が
増加することが想定されますので、その点も踏まえた施設整備が必要で
あると考えます。また、駅周辺では、相鉄・東急直通線の開業を見据えて、
民間事業者等による土地区画整理事業が進められていると聞いていま
す。そこで、羽沢横浜国大駅周辺のまちづくりに関する取組状況につい
て、伺います。

現在、駅を中心とした約1.5ヘクタールのエリアで、土地区画整
理事業による基盤整備が概ね整ったところです。地元では、相鉄・東急直
通線が開業を予定している令和４年度を見据え、核となる大規模建築
物を中心に、駅前にふさわしい、統一感のあるまちづくりに向けて、議論
が進められております。横浜市としては、そうした地元の取組に対して、引
き続き積極的にサポートをしてまいります。

羽沢横浜国大駅周辺は、これから造る新たなまちです。しっかり
とグランドデザインを描いて取り組んでいただきたいと思います。11月
30日の相鉄・ＪＲ直通線の開業までの間、開業の機運を盛り上げるよう
なイベントを企画されているとのことですが、相鉄・ＪＲ直通線の開業の
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今井川の河川改修
近年、全国各地で大規模な水害が発生しています。横浜市にお

いても、９月３日の局地的な大雨や、更には８日から９日にかけての台風
15号により、市内各所で浸水被害が発生しました。河川や水路、雨水調
整池は、大雨による浸水被害を軽減し、市民の生命や財産を守る重要
なインフラ施設です。また、これらの施設は、良好な水辺環境として市民
の憩いの場ともなる重要な施設です。我が党においても「よこはま自民党
60の政策項目」のひとつとして、「ゲリラ豪雨等、都市型災害に対する安
全・安心なまちづくりの推進」を位置付け、取り組んでいるところです。私
の地元、保土ケ谷区を流れる今井川についてお聞きします。先月の大雨
では、幸いにも、今井川では河川の溢水による被害はなかったと聞いて
います。これは、今井川地下調節池がきちんと機能を発揮したことも大き
かったのではないかと私は思っています。今井川地下調節池は国道１号
の地下に設置された、直径10.８メートル、延長２キロメートル、貯留容
量17万８千立方メートルのトンネル式地下調節池です。今井川は昭和
45年から工事を進めてきましたが、平成２年の台風20号等により浸水
被害が多く発生したことから、早期に治水安全度を向上させるため、本
施設を河川改修計画に位置付け、平成４年に着工し、平成15年に完成
しています。そこで、９月３日の局地的大雨及び台風15号での今井川近
隣の雨量と今井川地下調節池の貯留実績について、伺います。

まず、今井川近隣の雨量は、消防局の今井出張所で、１時間当
たりの最大雨量で申しますと、９月３日の大雨では76ミリメートル、台風
15号では38.5ミリメートルを計測しました。また、貯留実績は、今井川
地下調節池の貯留容量が17万８千立方メートルに対し、９月３日では、
約４割に当たる７万立方メートル、台風15号では、１割相当でございま
すが、１万２千立方メートルでした。

調節池が確実に機能を発揮していることを確認できましたが、
一方で、今井川本川の未整備区間の改修も、着実に進めていくことが重
要だと考えます。平成29年第４回市会定例会でも、今井川について質問
させていただき、予算を確保したうえで、事業の進捗を加速するよう要望
しましたが、今井川の30年度の整備箇所と整備率について、伺います。

平成29年度末に保土ケ谷区岩井町に位置するＪＲ岩間川橋
りょうの架け替え工事が完了したことから、引き続き上流側の護岸整備
に着手しました。また、元町橋の架け替えに伴うＮＴＴや水道の移設を
進めるとともに、光陵高校付近の護岸整備にも着手しました。30年度末
の今井川の護岸整備率は68.5パーセントです。

着実に事業を進めていただいていることは分かりましたが、横浜
市全体での整備率は約90パーセントと聞いており、それに比べると今井
川はまだ整備が遅れていますので、今後も重点的に整備を進めていただ
きたいと考えています。そこで、今後の整備の進め方について、伺います。

現在施工中の工事を進めるともに、光陵高校付近の用地取得
を進めていきます。また、さらに上流部のＪＲ横断箇所については、難工
事が予想されるため、事業費の縮減、工期の短縮が図れるよう、施工方
法の検討を進めます。

河川改修には時間がかかるということは認識していますが、大雨に
対して市民の安全を守るための最も基本的な対策は、河川改修を着実に進め
ていくことと考えています。事業の進捗を加速していただくことを要望します。
第三京浜羽沢インターチェンジフルランプ化

私の地元である保土ケ谷区にも近い羽沢地区では、第三京浜
の羽沢インターチェンジのフルランプ化が進められていると聞いていま
す。そこで、フルランプ化事業のねらいについて、伺います。

現在、東京方面との出入口しかない羽沢インターチェンジに、
新たに横浜都心部方面との出入口を設け、フルランプ化します。これによ
り、利用者の利便性の向上や、一般道から高速道路への利用転換を促
し、新横浜通りや浅間下交差点などの渋滞緩和を図ります。

フルランプ化により渋滞緩和が図られるということで、その整備
効果に期待したいと思います。また、当事業は、ネクスコ東日本の事業と
して28年度に決定され、その後、29年度には調査に着手したと聞いてい
ます。そこで、現在の進捗状況について、伺います。

現地測量を終えて、現在、基本設計に着手しているところです。第三
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意見意見

機運を盛り上げるイベントはどのようなものか、伺います。
相模鉄道及び鉄道・運輸機構の主催によりまして、11月中旬

に、市民の皆様や関係者の皆様を対象として新型車両の試乗会さらに
羽沢横浜国大駅の内覧会が企画されております。また、11月25日には、
関係者の皆様を招待いたしまして、羽沢横浜国大駅において、テープ
カット等を行う開業式典が催されると聞いています。

沿線住民のご理解とご協力に対する感謝の意も込めたイベント
が企画されているものと思います。開業まであと２か月となりましたが、
無事に開業の日を迎えていただくようお願いします。

■決算特別委員会（道路局審査）
 10月７日に決算特別委員会の道路局審査に登壇し、13テーマ（平成
30年度決算の概要・バス停周辺の安全対策・大津市で発生した交通死
亡事故を受けた対応・橋梁の老朽化対策・相模鉄道本線（星川駅から
天王町駅間）連続立体交差事業・株式会社横浜シーサイドライン・今井
川の河川改修・河道等安全確保対策事業・水路の老朽化対策・横浜環
状道路・第三京浜羽沢インターチェンジフルランプ化・羽沢池辺線（羽
沢・菅田地区）の整備・旧上瀬谷通信施設の土地利用に伴う交通機能
強化）、36項目の質問や指摘、提言（意見）をしました。
相模鉄道本線（星川駅から天王町駅間）連続立体交差事業

昨年11月に星川駅から天王町駅の間が全線高架化し、私も深夜
の切り替え作業、完成式典に立ち会わせていただき、長年の地域の夢で
あった高架化完成を地元の方 と々共に喜びあいました。特に、記念式典に
お越しになられた菅官房長官が、着工に至るまでの地元の方 と々のエピ
ソードをお話され、感動と感謝でいっぱいでした。その後、高架区間内に
あった踏切が一挙に除却されたことにより、踏切事故のリスクがなくなり、
今年のスクールゾーン対策協議会では、毎年、要望のあった踏切周辺の安
全対策への要望が無くなったと聞いています。さらに、最も大きく改善した
こととしては、慢性的な踏切による渋滞がゼロになり、移動時間も大幅に
短縮されるなど、大きな効果がある事業だと実感をしているところです。そ
こで、全線高架による交通円滑化の具体的な効果について、伺います。

踏切が除却されたことにより、最大約400メートルの渋滞が解
消されるなど、すべての踏切渋滞がなくなりました。９月に実施した調査
では、踏切を渡る周辺道路において、除却前に比べ、通過に要する時間
が最大約５割短縮しました。

開かずの踏切を原因とする渋滞がこの地域の大きな課題でし
たので、確実に成果が上がっています。一方で、交通が円滑化された結
果、一部の交差点では新たな渋滞が発生し、また、踏切があったころに
比べ車の速度が上がったことを心配するご意見も頂いています。こうし
た中、今年度からは、高架区間周辺の道路の整備に本格的に着手してい
くと聞いています。そこで、周辺道路の整備の進め方について、伺います。

周辺道路整備については、歩行者の安全確保を図るため、今年
度は水道道などで、地元要望もでている歩道設置工事を進めます。引き
続き、踏切跡地の歩道整備や側道の工事を行い、令和３年度に完成す
る予定です。また、令和３年度には、星川駅南口にバスやタクシーなどの
乗降ができる駅前広場も整備し、交通機能の強化を図ります。

いよいよ事業も仕上げの段階に入っていくわけですが、先日の
総合審査において、我が党の委員から補正を活用した早期完成につい
て質問し、駅舎の改修工事については半年程度の前倒しを行い、令和３
年度の中頃には完成することが示されました。これまで、約17年間の長
きにわたる事業であり、多くの地域の方々がこの連続立体交差事業の早
期完成、そして、完成後に、より住みよいまちになることを期待しています
ので、着実な事業推進をお願いします。

京浜と、山下長津田線など接続する道路の高低差が大きいことが課題であ
り、道路線形や、接続する交差点の位置・形状などの検討を進めています。

今後、事業者であるネクスコ東日本には、しっかりと事業を推進
していただきたいと思いますが、横浜市としても、渋滞対策の一環として
早期整備に向けて、事業者とともに取り組んでいただきたいと思います。
そこで、今後の取組について、伺います。

事業者において、引き続き、基本設計を進めていくとともに、今
後、神奈川県警など、関係機関との協議にも着手していく予定です。横
浜市としても、早期に事業が進められるよう、関係機関との調整に、精力
的に取り組んでいきます。

羽沢地区では、来月、相鉄・ＪＲ直通線が開業し、新駅の羽沢横
浜国大駅ができます。地元としては、このフルランプ化と新駅が核となっ
て、まちが発展していくことを期待していますので、フルランプ化事業の
着実な進捗をお願いします。

■決算特別委員会（教育委員会事務局審査）
　10月７日決算特別委員会の教育委員会事務局審査に登壇し、１テー
マ（上菅田笹の丘小学校の開校に向けた取組）、５項目の質問や指摘、
提言（意見）をしました。

上菅田笹の丘小学校の開校に向けた取組
令和２年４月に、保土ケ谷区の笹山小学校と上菅田小学校が

統合し、新たに上菅田笹の丘小学校が開校いたしますが、笹山小学校と
上菅田小学校の統合の経緯について、伺います。

保土ケ谷区の笹山小学校は、児童の減少に伴い、平成17年度
からは毎年、全学年で学年１クラスとなっておりました、現在、一般学級
の児童数が72人の市内で最も規模の小さい小学校です。このため、令
和２年４月に笹山小学校を閉校し、隣接する上菅田小学校と統合する
ことが決まっています。また、統合校の校舎となる、現在の上菅田小学校
については、施設の老朽化が進んでいることから、来年度から建替え工
事に着手する予定です。

まずは、笹山小学校の子ども達にとっては、統合の効果である
教育環境の改善に期待したいと思います。統合に向けて、残り半年とな
りましたが、教育委員会をはじめ、現場の教職員、保護者や地域の皆様
も含め、開校に向けて準備に追われている最中かと思います。とりわけ、
上菅田笹の丘小学校については、学校統合に合わせ、校舎の建替えにも
着手するという、横浜市においてこれまでに例を見ない取組となります。
さらに、校舎の建替えの期間中、３年ほど、現在の笹山小学校の校舎に
統合校の児童が通うことになり、この点でも横浜市初のケースであり、
通学安全対策など、調整事項が多々あるかと思います。特に、現在の上
菅田小学校の学区の児童が、笹山小学校の校舎まで通うとなると、遠距
離通学を強いられることになる児童も一定数、出てくると思います。教育
委員会では、統合校の開校に合わせ、遠距離通学支援を行うと聞いてい
ますが、通学支援を必要とする児童数について、伺います。

現在の笹山小学校の校舎から、片道概ね2kmを超えるエリア
の児童を遠距離通学支援の対象と考えております。保土ケ谷区だけでな
く、旭区の猪子山地区なども含めて、対象となる児童数は、200名程度
になると見込んでいます。

それだけの人数の児童に対して、具体的にどのような支援を行
うのか、保護者や地域として、関心がとても高まっています。本年５月のこ

ども青少年・教育委員会において私から、統合校に関しては、「通学距離
が長くなる地域には、子供の安全面においてもスクールバスを含めた通
学支援は万全を期していただきたい」と要望しました。そこで、遠距離通
学支援策の検討状況について、伺います。

小学校における遠距離通学支援策は横浜市で初となることから、他
都市における事例なども参考に、バスを借上げ、スクールバスを運行すること
を予定しています。早期に運行エリアを確定した上で、安全に児童が通学でき
るよう、バス事業者の確保や乗降場所の調整などに取り組んでいきます。

遠距離通学支援策は、万全を期していただきたいとあらためて
要望するとともに、通学支援に至らない児童の登下校の安全対策も確
実に実施していただきたいと要望いたします。上菅田と言いますと、最寄
りの駅であります、相鉄線の西谷駅は、来月30日、相鉄・ＪＲ直通線の開
通に伴い、新ダイヤとなり、特急などが停車することで、利便性が飛躍的
に高まることになります。西谷駅の利便性の向上、ひいては西谷駅周辺
の住宅開発に期待が集まります。そこで、来年度開校する、上菅田笹の
丘小学校の児童数の見通しについて、伺います。

義務教育人口推計によりますと、統合後の上菅田笹の丘小学校
の児童数は、向こう６年間で多少の増減はありますが、概ね横ばいで推移
し、約900人、令和２年度と同じ27クラス程度と見込まれております。

児童数の推計は、住民基本台帳に基づき精緻に行われている

とは思いますが、西谷駅の利便性の向上は、地域にとって相当なインパ
クトがあると思います。また、推計期間も実際の出生数に基づくもののた
め、６年先までという制約があります。一方、まちづくりは長期的な観点
で進められるものであり、学校の配置計画も長期的な視点が求められる
と思います。平成31年３月の「神奈川県県営住宅健康団地推進計画」に
よると、統合校の学区内である笹山団地は、建替え対象団地となってお
り、今後の動向が気になるところです。そこで、笹山団地の建替えをはじ
めとする上菅田周辺の住宅開発の可能性を踏まえ、長期的な視点か
ら、現在の笹山小学校の校舎を教育委員会が責任を持って管理すべき
と考えますが、教育長に見解を伺います。

統合後３年間、現在の笹山小学校を工事期間中の仮校舎として
使用した上で、神奈川東部方面線の開通や笹山団地の建替えなど、上菅
田周辺の開発の状況を注視する必要があると考えております。教育委員
会で仮校舎としての活用後、校舎をただちに廃止するのではなく、長期的
な視点を持って教育委員会が管理していく方向で、検討してまいります。

学校の配置にあたっては、まちづくりの動きに関する情報収集
を欠かさないことが肝要です。相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線の開
通を契機とする、まちづくりの大転換に備え、閉校となる笹山小学校に
ついては、ただいまの教育長の答弁にあったとおり、長期的視点から、教
育委員会が責任を持って管理すべきと強く要望します。

答弁

答弁

質問

答弁

答弁

質問

意見

■令和元年度台風第15号の保土ケ谷区内の被害状況等について（10月２日17時現在）

 

【９月８日】
14：00　保土ケ谷区警戒本部設置
17：00　即時避難勧告区域に対する「避難

準備・高齢者等避難開始」発令
17：02　大雨・暴風・波浪警報発表
19：00　河川の氾濫に対する「避難準

備・高齢者等避難開始」発令
20：42　洪水警報発表
【９月９日】
04：45　土砂災害警戒情報発表に伴い

「避難勧告」発令

06：30　河川の氾濫に対する「避難準
備・高齢者等避難開始」解除

08：00　土砂災害警戒情報の解除に
伴い「避難勧告」解除

08：18　洪水・暴風・波浪警報解除
10：24　大雨警報解除
【９月10日】
16：30　保土ケ谷区警戒本部廃止

⑴人的被害　なし
⑵住家被害
　ア　床上浸水　なし
　イ　床下浸水　なし
　ウ　一部破損　99件
　エ　半壊　１件
　オ　全壊　なし
⑶非住家被害
　※店舗・倉庫・車庫等の建物
　　一部破損　５件

⑷道路被害　なし 
⑸その他被害
　ア　停電　区内全域復旧
　イ　がけ崩れ・土砂流出　なし
　ウ　ブロック塀倒壊　２件
　エ　倒木　59件
　オ　冠水　２件
　カ　その他　26件
　　　※破損・飛散物による被害等

❷区内被害状況❶経過

　平成30年度の政務活動費（４月～３月）の収支が
確定し、公開が始まりましたのでご報告いたします。
 尚、４月～10月までは個人支給（月額55万円）、11
月～３月は会派支給（月額50万円）となっており、紙
面では合算した通年でのご報告といたします。

※支出金額の中には、政務活動と認められない支出は入っておりません。また、一部政務活動と認められ
る支出については、一部金額を充当（按分）して入れております。

※政務活動費で充当できるか否か、一部の場合の按分率等につきましては、判例・手引き・事務局、会派
等と協議の上、厳正に決定しております。横浜市の基準は他都市と比べると厳格であり、報道されてい
るような目的外使用、不正使用は、発生しにくいと考えておりますが、より一層市民本位の執行に努め
てまいります。

■平成30年度政務活動費収支報告

………  6,350,000円
……… 6,354,235円
…………… 4,235円

収　入
支　出
差し引き

床面積（最大）：約2,660m²

 事業者が整備・所有 
■民間提案による床利用
　（賃貸事業又は自己利用）

■保育所

■地域ケアプラザ（480m²程度）
 事業者が整備、市が所有 

敷地面積：約1,102m²

令和元年10月16日現在の活動報告

※台風第１９号の被害状況につきましては、校了時に確認・集計中であり、今回の掲載は見送りました。
　お亡くなりになられた皆様に心からお悔やみ申し上げます。また、被災された方々へお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧・復興を祈念いたします。



■３期目の任期が始まりました
 先の横浜市議会議員選挙において9,774票の付託をいただき、４月30
日から３期目の任期が始まりました。
 ２期目後半から所属をしました、「自由民主党横浜市会議員団・無所属
の会」に引き続き属し、２期８年の経験と実績を基に、地域の皆様のため
に全力で取り組みを推進してまいります。

■第３回市会定例会
　第３回市会定例会が９月３日から10月16日までの44日間に渡り開
会され、平成30年度の横浜市決算をはじめ、横浜市政に関することを
集中的に議論しました。
　本会議、常任委員会（こども青少年・教育）、特別委員会（新たな都市
活力推進）、決算委員会、運営委員会に出席しました。

■決算特別委員会（都市整備局審査）
　９月27日に決算特別委員会の都市整備局審査に登壇し、７テー
マ（旧保土ケ谷県税事務所の跡地活用・旧上瀬谷通信施設の土地
利用・神奈川東部方面線整備と沿線のまちづくり・石川町駅南口バ
リアフリー整備事業・まちの不燃化推進事業における公園広場整
備・土木産業遺構の歴史的建造物としての保全活用・みなとみらい
21地区整備の基本理念と現在の開発状況）、29項目の質問や指
摘、提言（意見）をしました。
旧保土ケ谷県税事務所の跡地活用

保土ケ谷駅は、神奈川と東京千葉方面を結ぶ広域の鉄道路線で
あるＪＲ横須賀線の停車駅であり、バス便による広い駅勢圏を有し、一日
当たり乗降客数約７万人の駅であるにも関わらず、そのポテンシャルに見
合った街の魅力が十分発揮できていません。私は、この跡地取得の予算審
査の際にも質問をさせていただき、駅前の一等地を生かし、東口のまちづ
くりにぜひ取り組んでいただきたいと申し上げましたが、いよいよ９月から
活用事業者の公募が開始され、今後のまちづくりの展開に大変期待して
いるところです。跡地活用にあたっては、地域要望も踏まえ、早期の施設整
備をめざして既存建物を暫定活用することも検討していたと聞いていまし
たが、既存建物を解体し、新築する事業者を公募することとなった経緯
について、伺います。

神奈川県からこの施設を取得した後、横浜市において耐震診断
を実施した結果、耐震性が不足しており、また、暫定活用には避難階段の
設置等が必要となることがわかりました。こうした耐震補強や建物改修の
費用を試算した結果、多額の費用を要することから、本格活用に向けた公
募を行うこととしたものでございます。

既存建物の暫定活用ではなく、本格的に活用する判断に至った
とのことですので、将来のことも見据え、地域のニーズをしっかりと踏まえ
た施設整備につなげていただきたいと思います。また、県税事務所が閉鎖
してから既に５年以上が経過しています。駅の東口を利用する多くの方々
が日 目々にする施設でもあることから、できるだけ早く新たな施設として、
地域の方に使っていただけるようにしていただきたいと思います。そこで、
今回の公募で整備する施設の内容とスケジュールについて、伺います。

かねてから地域要望のございました、地域ケアプラザと保育所を
整備するとともに、地域の課題解決につながる施設の整備に関する提案
を求めていきます。今後、11月まで提案を受け付け、来年２月に事業予定
者を決定し、３月に借地契約を締結する予定です。その後、設計及び工事
に着手し、令和５年度の施設オープンを見込んでおります。

地域の皆様が長い間切望していた地域ケアプラザや保育所が整
備されることは大変喜ばしいと思います。ぜひ一日でも早い施設オープン
に向けて取り組んでいただきたいと思います。東口の課題としては、鉄道と
国道による駅の東西分断があり、回遊性の向上が必要です。また、東口の
商店街では、建物の老朽化が進み、営業していない店舗も点在するなど、
駅前としての賑わいが十分ではありません。すぐに解決できる課題ではな
いと考えますが、こうした課題にもぜひ対応していただきたいと思います。
そこで、県税事務所の跡地活用を契機として、どのように東口のまちづ
くりを進めるのか、伺います。

今回の公募では、駅や周辺施設からデッキレベルでの歩行者動
線の接続を考慮した施設計画とすること、さらに、商店街をはじめとする
地域の活性化に向けたエリアマネジメントを行うことを条件としておりま
す。横浜市といたしましては、今回選定する事業者と連携しながら、跡地
活用にあわせて、東口全体の賑わい創出や駅東西の回遊性向上に向け
たまちづくりの検討を進めてまいります。

東口の課題を丁寧に把握し、解決に向けて取り組んでいく方向
が確認できましたが、保土ケ谷駅周辺は、都市計画マスタープランの区
プランにおいても、星川駅、天王町駅とともに区心部の一部として位置
づけられており、区内でも重要なエリアです。こうした位置づけを踏まえ、
保土ケ谷駅周辺が保土ケ谷区の中心部としてさらに発展していくよう
に取り組むべきと考えますが、副市長の見解を伺います。

保土ケ谷駅周辺地区では、西口を中心に、東海道保土ケ谷宿
の歴史を生かした魅力づくりを進めております。東口では、県税事務所の
跡地活用を契機といたしまして、子育て世代から高齢者まで幅広い世代
に対応した生活支援機能の充実や駅前広場のバリアフリー化の取組を
進めてまいります。このように、保土ケ谷区の中心部に位置し、居住者や
就業者など、多様な人が集まる保土ケ谷駅の特性を踏まえまして、まち
づくりを精力的に進めてまいります。

今回の公募を契機とし、保土ケ谷駅周辺を魅力的な街として再
生できるよう、長期的な視点を持ってしっかりと取り組んでいただきたい
と要望します。
神奈川東部方面線整備と沿線のまちづくり

このたびの相鉄・ＪＲ直通線の開業は、相鉄線沿線のまちづくり
に大きな効果をもたらすものであり、私の地元である保土ケ谷区民も大
いに期待しています。まず、運行計画ですが、相鉄・ＪＲ直通線は新宿方

面に一日あたり46本の列車が運行されるとのことです。現在、相鉄本線
は横浜方面に一日あたり304本運行されていますが、横浜方面への運
行本数がどのようになるか気になるところです。そこで、相鉄・ＪＲ直通線
開業時の横浜方面への運行ダイヤについて、伺います。

現在、相模鉄道において、横浜方面への十分な利便性が確保さ
れるよう、連絡駅での円滑な乗換え、需要を踏まえた列車種別の設定な
どの検討を進めており、詳細な運行ダイヤは、11月に発表される予定と
聞いています。

相鉄・ＪＲ直通線の開業によって、横浜駅の混雑緩和という効
果ももたらされますが、相鉄・東急直通線が開業すると、新たに東京方
面に向かう列車増発により、横浜方面の運行本数が大幅に減ってしま
うのではないかと、心配する声も聞きます。横浜駅方面への利便性が損
なわれることがないようにお願いしたいと思います。さて、今回の運行計
画によると、西谷駅に全ての相鉄・ＪＲ直通線の列車が停車するとのこと
です。西谷駅は、神奈川東部方面線と相鉄本線との分岐駅として、利便
性が飛躍的に向上することになり、利用者数も増加するのではないかと
考えます。そこで、開業後の西谷駅の利用状況をどのように想定してい
るのか、伺います。

西谷駅の改札を通過する人数を表す乗降人員は、平成30年度
の実績で、一日あたり約２万３千人でございました。相鉄・ＪＲ直通線の
開業後も、乗降人員に大きな変化はないものと考えていますが、駅構内
での相鉄本線との乗換利用が新たに発生しますため、駅の利用者は相
当程度増加すると想定しています。

西谷駅は駅舎の老朽化も進んでいるため、新たな利用者に対し、
現状の駅舎で、はたして対応可能か危惧しています。横浜市も、相模鉄道
と連携して、駅改良と周辺のまちづくりについて検討していると聞いていま
すが、西谷駅及び周辺のまちづくりの検討状況について、伺います。

西谷駅は、駅舎の老朽化、それから、バリアフリーなどにつきま
して課題がありますので、相模鉄道と共同で、駅改良の実現に向けた検
討を行っております。さらに相鉄・ＪＲ直通線の開業により、新たに交通
結節点としての役割が求められる駅になると考えていますので、駅周辺
を含めたまちづくりの方向性についても、引き続き、地元の皆様や関係
者の皆様と連携をして、検討を進めてまいります。

駅周辺のまちづくりについては、地元の「西谷駅周辺住みよいま
ちづくり連絡協議会」の意見も踏まえながら、しっかりと検討を進めてい
ただきたいと思います。新たな駅となる羽沢横浜国大駅についてですが、
当駅は、バス、タクシー等の乗降場や自転車駐車場を整備するとのこと
でしたが、羽沢横浜国大駅の交通基盤整備の具体的な内容について、
伺います。

駅への主要なアクセス動線となる環状２号線の東戸塚方面へ
の側道に、バス１台とタクシー２台及び一般車両２台分の停車帯を、ま
た、新横浜方面の側道に、バス２台分の停車帯を整備いたします。さら
に、駅周辺に200台程度の自転車駐車場を設置するなど、交通基盤の
整備を行います。

令和４年度に相鉄・東急直通線が開業すれば、さらに利用者が
増加することが想定されますので、その点も踏まえた施設整備が必要で
あると考えます。また、駅周辺では、相鉄・東急直通線の開業を見据えて、
民間事業者等による土地区画整理事業が進められていると聞いていま
す。そこで、羽沢横浜国大駅周辺のまちづくりに関する取組状況につい
て、伺います。

現在、駅を中心とした約1.5ヘクタールのエリアで、土地区画整
理事業による基盤整備が概ね整ったところです。地元では、相鉄・東急直
通線が開業を予定している令和４年度を見据え、核となる大規模建築
物を中心に、駅前にふさわしい、統一感のあるまちづくりに向けて、議論
が進められております。横浜市としては、そうした地元の取組に対して、引
き続き積極的にサポートをしてまいります。

羽沢横浜国大駅周辺は、これから造る新たなまちです。しっかり
とグランドデザインを描いて取り組んでいただきたいと思います。11月
30日の相鉄・ＪＲ直通線の開業までの間、開業の機運を盛り上げるよう
なイベントを企画されているとのことですが、相鉄・ＪＲ直通線の開業の
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今井川の河川改修
近年、全国各地で大規模な水害が発生しています。横浜市にお

いても、９月３日の局地的な大雨や、更には８日から９日にかけての台風
15号により、市内各所で浸水被害が発生しました。河川や水路、雨水調
整池は、大雨による浸水被害を軽減し、市民の生命や財産を守る重要
なインフラ施設です。また、これらの施設は、良好な水辺環境として市民
の憩いの場ともなる重要な施設です。我が党においても「よこはま自民党
60の政策項目」のひとつとして、「ゲリラ豪雨等、都市型災害に対する安
全・安心なまちづくりの推進」を位置付け、取り組んでいるところです。私
の地元、保土ケ谷区を流れる今井川についてお聞きします。先月の大雨
では、幸いにも、今井川では河川の溢水による被害はなかったと聞いて
います。これは、今井川地下調節池がきちんと機能を発揮したことも大き
かったのではないかと私は思っています。今井川地下調節池は国道１号
の地下に設置された、直径10.８メートル、延長２キロメートル、貯留容
量17万８千立方メートルのトンネル式地下調節池です。今井川は昭和
45年から工事を進めてきましたが、平成２年の台風20号等により浸水
被害が多く発生したことから、早期に治水安全度を向上させるため、本
施設を河川改修計画に位置付け、平成４年に着工し、平成15年に完成
しています。そこで、９月３日の局地的大雨及び台風15号での今井川近
隣の雨量と今井川地下調節池の貯留実績について、伺います。

まず、今井川近隣の雨量は、消防局の今井出張所で、１時間当
たりの最大雨量で申しますと、９月３日の大雨では76ミリメートル、台風
15号では38.5ミリメートルを計測しました。また、貯留実績は、今井川
地下調節池の貯留容量が17万８千立方メートルに対し、９月３日では、
約４割に当たる７万立方メートル、台風15号では、１割相当でございま
すが、１万２千立方メートルでした。

調節池が確実に機能を発揮していることを確認できましたが、
一方で、今井川本川の未整備区間の改修も、着実に進めていくことが重
要だと考えます。平成29年第４回市会定例会でも、今井川について質問
させていただき、予算を確保したうえで、事業の進捗を加速するよう要望
しましたが、今井川の30年度の整備箇所と整備率について、伺います。

平成29年度末に保土ケ谷区岩井町に位置するＪＲ岩間川橋
りょうの架け替え工事が完了したことから、引き続き上流側の護岸整備
に着手しました。また、元町橋の架け替えに伴うＮＴＴや水道の移設を
進めるとともに、光陵高校付近の護岸整備にも着手しました。30年度末
の今井川の護岸整備率は68.5パーセントです。

着実に事業を進めていただいていることは分かりましたが、横浜
市全体での整備率は約90パーセントと聞いており、それに比べると今井
川はまだ整備が遅れていますので、今後も重点的に整備を進めていただ
きたいと考えています。そこで、今後の整備の進め方について、伺います。

現在施工中の工事を進めるともに、光陵高校付近の用地取得
を進めていきます。また、さらに上流部のＪＲ横断箇所については、難工
事が予想されるため、事業費の縮減、工期の短縮が図れるよう、施工方
法の検討を進めます。

河川改修には時間がかかるということは認識していますが、大雨に
対して市民の安全を守るための最も基本的な対策は、河川改修を着実に進め
ていくことと考えています。事業の進捗を加速していただくことを要望します。
第三京浜羽沢インターチェンジフルランプ化

私の地元である保土ケ谷区にも近い羽沢地区では、第三京浜
の羽沢インターチェンジのフルランプ化が進められていると聞いていま
す。そこで、フルランプ化事業のねらいについて、伺います。

現在、東京方面との出入口しかない羽沢インターチェンジに、
新たに横浜都心部方面との出入口を設け、フルランプ化します。これによ
り、利用者の利便性の向上や、一般道から高速道路への利用転換を促
し、新横浜通りや浅間下交差点などの渋滞緩和を図ります。

フルランプ化により渋滞緩和が図られるということで、その整備
効果に期待したいと思います。また、当事業は、ネクスコ東日本の事業と
して28年度に決定され、その後、29年度には調査に着手したと聞いてい
ます。そこで、現在の進捗状況について、伺います。

現地測量を終えて、現在、基本設計に着手しているところです。第三

機運を盛り上げるイベントはどのようなものか、伺います。
相模鉄道及び鉄道・運輸機構の主催によりまして、11月中旬

に、市民の皆様や関係者の皆様を対象として新型車両の試乗会さらに
羽沢横浜国大駅の内覧会が企画されております。また、11月25日には、
関係者の皆様を招待いたしまして、羽沢横浜国大駅において、テープ
カット等を行う開業式典が催されると聞いています。

沿線住民のご理解とご協力に対する感謝の意も込めたイベント
が企画されているものと思います。開業まであと２か月となりましたが、
無事に開業の日を迎えていただくようお願いします。

■決算特別委員会（道路局審査）
 10月７日に決算特別委員会の道路局審査に登壇し、13テーマ（平成
30年度決算の概要・バス停周辺の安全対策・大津市で発生した交通死
亡事故を受けた対応・橋梁の老朽化対策・相模鉄道本線（星川駅から
天王町駅間）連続立体交差事業・株式会社横浜シーサイドライン・今井
川の河川改修・河道等安全確保対策事業・水路の老朽化対策・横浜環
状道路・第三京浜羽沢インターチェンジフルランプ化・羽沢池辺線（羽
沢・菅田地区）の整備・旧上瀬谷通信施設の土地利用に伴う交通機能
強化）、36項目の質問や指摘、提言（意見）をしました。
相模鉄道本線（星川駅から天王町駅間）連続立体交差事業

昨年11月に星川駅から天王町駅の間が全線高架化し、私も深夜
の切り替え作業、完成式典に立ち会わせていただき、長年の地域の夢で
あった高架化完成を地元の方 と々共に喜びあいました。特に、記念式典に
お越しになられた菅官房長官が、着工に至るまでの地元の方 と々のエピ
ソードをお話され、感動と感謝でいっぱいでした。その後、高架区間内に
あった踏切が一挙に除却されたことにより、踏切事故のリスクがなくなり、
今年のスクールゾーン対策協議会では、毎年、要望のあった踏切周辺の安
全対策への要望が無くなったと聞いています。さらに、最も大きく改善した
こととしては、慢性的な踏切による渋滞がゼロになり、移動時間も大幅に
短縮されるなど、大きな効果がある事業だと実感をしているところです。そ
こで、全線高架による交通円滑化の具体的な効果について、伺います。

踏切が除却されたことにより、最大約400メートルの渋滞が解
消されるなど、すべての踏切渋滞がなくなりました。９月に実施した調査
では、踏切を渡る周辺道路において、除却前に比べ、通過に要する時間
が最大約５割短縮しました。

開かずの踏切を原因とする渋滞がこの地域の大きな課題でし
たので、確実に成果が上がっています。一方で、交通が円滑化された結
果、一部の交差点では新たな渋滞が発生し、また、踏切があったころに
比べ車の速度が上がったことを心配するご意見も頂いています。こうし
た中、今年度からは、高架区間周辺の道路の整備に本格的に着手してい
くと聞いています。そこで、周辺道路の整備の進め方について、伺います。

周辺道路整備については、歩行者の安全確保を図るため、今年
度は水道道などで、地元要望もでている歩道設置工事を進めます。引き
続き、踏切跡地の歩道整備や側道の工事を行い、令和３年度に完成す
る予定です。また、令和３年度には、星川駅南口にバスやタクシーなどの
乗降ができる駅前広場も整備し、交通機能の強化を図ります。

いよいよ事業も仕上げの段階に入っていくわけですが、先日の
総合審査において、我が党の委員から補正を活用した早期完成につい
て質問し、駅舎の改修工事については半年程度の前倒しを行い、令和３
年度の中頃には完成することが示されました。これまで、約17年間の長
きにわたる事業であり、多くの地域の方々がこの連続立体交差事業の早
期完成、そして、完成後に、より住みよいまちになることを期待しています
ので、着実な事業推進をお願いします。

京浜と、山下長津田線など接続する道路の高低差が大きいことが課題であ
り、道路線形や、接続する交差点の位置・形状などの検討を進めています。

今後、事業者であるネクスコ東日本には、しっかりと事業を推進
していただきたいと思いますが、横浜市としても、渋滞対策の一環として
早期整備に向けて、事業者とともに取り組んでいただきたいと思います。
そこで、今後の取組について、伺います。

事業者において、引き続き、基本設計を進めていくとともに、今
後、神奈川県警など、関係機関との協議にも着手していく予定です。横
浜市としても、早期に事業が進められるよう、関係機関との調整に、精力
的に取り組んでいきます。

羽沢地区では、来月、相鉄・ＪＲ直通線が開業し、新駅の羽沢横
浜国大駅ができます。地元としては、このフルランプ化と新駅が核となっ
て、まちが発展していくことを期待していますので、フルランプ化事業の
着実な進捗をお願いします。

■決算特別委員会（教育委員会事務局審査）
　10月７日決算特別委員会の教育委員会事務局審査に登壇し、１テー
マ（上菅田笹の丘小学校の開校に向けた取組）、５項目の質問や指摘、
提言（意見）をしました。

上菅田笹の丘小学校の開校に向けた取組
令和２年４月に、保土ケ谷区の笹山小学校と上菅田小学校が

統合し、新たに上菅田笹の丘小学校が開校いたしますが、笹山小学校と
上菅田小学校の統合の経緯について、伺います。

保土ケ谷区の笹山小学校は、児童の減少に伴い、平成17年度
からは毎年、全学年で学年１クラスとなっておりました、現在、一般学級
の児童数が72人の市内で最も規模の小さい小学校です。このため、令
和２年４月に笹山小学校を閉校し、隣接する上菅田小学校と統合する
ことが決まっています。また、統合校の校舎となる、現在の上菅田小学校
については、施設の老朽化が進んでいることから、来年度から建替え工
事に着手する予定です。

まずは、笹山小学校の子ども達にとっては、統合の効果である
教育環境の改善に期待したいと思います。統合に向けて、残り半年とな
りましたが、教育委員会をはじめ、現場の教職員、保護者や地域の皆様
も含め、開校に向けて準備に追われている最中かと思います。とりわけ、
上菅田笹の丘小学校については、学校統合に合わせ、校舎の建替えにも
着手するという、横浜市においてこれまでに例を見ない取組となります。
さらに、校舎の建替えの期間中、３年ほど、現在の笹山小学校の校舎に
統合校の児童が通うことになり、この点でも横浜市初のケースであり、
通学安全対策など、調整事項が多々あるかと思います。特に、現在の上
菅田小学校の学区の児童が、笹山小学校の校舎まで通うとなると、遠距
離通学を強いられることになる児童も一定数、出てくると思います。教育
委員会では、統合校の開校に合わせ、遠距離通学支援を行うと聞いてい
ますが、通学支援を必要とする児童数について、伺います。

現在の笹山小学校の校舎から、片道概ね2kmを超えるエリア
の児童を遠距離通学支援の対象と考えております。保土ケ谷区だけでな
く、旭区の猪子山地区なども含めて、対象となる児童数は、200名程度
になると見込んでいます。

それだけの人数の児童に対して、具体的にどのような支援を行
うのか、保護者や地域として、関心がとても高まっています。本年５月のこ

ども青少年・教育委員会において私から、統合校に関しては、「通学距離
が長くなる地域には、子供の安全面においてもスクールバスを含めた通
学支援は万全を期していただきたい」と要望しました。そこで、遠距離通
学支援策の検討状況について、伺います。

小学校における遠距離通学支援策は横浜市で初となることから、他
都市における事例なども参考に、バスを借上げ、スクールバスを運行すること
を予定しています。早期に運行エリアを確定した上で、安全に児童が通学でき
るよう、バス事業者の確保や乗降場所の調整などに取り組んでいきます。

遠距離通学支援策は、万全を期していただきたいとあらためて
要望するとともに、通学支援に至らない児童の登下校の安全対策も確
実に実施していただきたいと要望いたします。上菅田と言いますと、最寄
りの駅であります、相鉄線の西谷駅は、来月30日、相鉄・ＪＲ直通線の開
通に伴い、新ダイヤとなり、特急などが停車することで、利便性が飛躍的
に高まることになります。西谷駅の利便性の向上、ひいては西谷駅周辺
の住宅開発に期待が集まります。そこで、来年度開校する、上菅田笹の
丘小学校の児童数の見通しについて、伺います。

義務教育人口推計によりますと、統合後の上菅田笹の丘小学校
の児童数は、向こう６年間で多少の増減はありますが、概ね横ばいで推移
し、約900人、令和２年度と同じ27クラス程度と見込まれております。

児童数の推計は、住民基本台帳に基づき精緻に行われている

とは思いますが、西谷駅の利便性の向上は、地域にとって相当なインパ
クトがあると思います。また、推計期間も実際の出生数に基づくもののた
め、６年先までという制約があります。一方、まちづくりは長期的な観点
で進められるものであり、学校の配置計画も長期的な視点が求められる
と思います。平成31年３月の「神奈川県県営住宅健康団地推進計画」に
よると、統合校の学区内である笹山団地は、建替え対象団地となってお
り、今後の動向が気になるところです。そこで、笹山団地の建替えをはじ
めとする上菅田周辺の住宅開発の可能性を踏まえ、長期的な視点か
ら、現在の笹山小学校の校舎を教育委員会が責任を持って管理すべき
と考えますが、教育長に見解を伺います。

統合後３年間、現在の笹山小学校を工事期間中の仮校舎として
使用した上で、神奈川東部方面線の開通や笹山団地の建替えなど、上菅
田周辺の開発の状況を注視する必要があると考えております。教育委員
会で仮校舎としての活用後、校舎をただちに廃止するのではなく、長期的
な視点を持って教育委員会が管理していく方向で、検討してまいります。

学校の配置にあたっては、まちづくりの動きに関する情報収集
を欠かさないことが肝要です。相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線の開
通を契機とする、まちづくりの大転換に備え、閉校となる笹山小学校に
ついては、ただいまの教育長の答弁にあったとおり、長期的視点から、教
育委員会が責任を持って管理すべきと強く要望します。
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