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令和３年度 県央地域首長懇談会の要旨 

 

１ 日 時 

令和３年８月16日（月） 15時30分から17時30分まで 

 

２ 会場（県出席者） 

県庁西庁舎６階 災害対策本部室 

 

３ 開催方法 

  オンライン会議（Webex）   

 

４ 出席者 

市町村  神奈川県  

厚木市長 小林 常良 知 事 黒岩 祐治 

大和市長 大木 哲 政策局長 髙澤 幸夫  

海老名市長 内野  優 くらし安全防災局長 花田 忠雄 

座間市長 佐藤  弥斗 国際文化観光局長 香川  智佳子 

綾瀬市長 古塩 政由 環境農政局長 鈴木  真由美 

愛川町長 小野澤 豊 福祉子どもみらい局長 橋本 和也 

清川村長 岩澤 吉美 共生担当局長 安井  由美子 

  健康医療局長 山田  健司 

  産業労働局長 野田  久義 

  県土整備局長 大島  伸生 

  県央地域県政総合センター所長 木口  真治 

    

５ 懇談会の内容 

（１）知事あいさつ  

（知 事） 

 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、今回、海老名市の内野市長に会場を御用意いただいたところではありますけれど

も、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、オンライン会議での開催とさせて

いただきました。地域単位で行っておりますこの首長懇談会は、地域の課題について私と

首長の皆様で率直な意見交換をする場であります。本日は、「コロナ禍における各市町村

の取組状況」を中心に、意見交換を行うことになっております。限られた時間ではありま

すが、地域の実情を踏まえた率直な御意見をいただきたいと思っております。 

意見交換に先立ちまして、何点か申し上げたいと思います。 

まず、新型コロナウイルス感染症の感染状況についてであります。「緊急事態措置」に

ついては、８月２日から８月31日までが実施期間となっております。こうした中、本県の

新規感染者数は、昨日の時点で2,081名となり、日曜日としては、過去最多となりました。   

また、本日の感染者は、まだ数字が出ておりませんけれども、過去最高を記録しそうな

勢いであります。このように、感染状況は急激に悪化し、前回の緊急事態宣言時を大幅に
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超える勢いとなっております。県では、こうした状況について、強い危機感を持っている

ところでありまして、市町村の皆様におかれましても、引き続き、感染防止対策に御協力

をよろしくお願いしたいと思います。 

  このような状況の中で、各市町村におかれましては、夜の街の見回りや住民への広報等

に御協力いただきまして、深く感謝申し上げます。 

また、昨年末から年明けにかけて陽性患者発生数が多く、厚木保健福祉事務所及び同大

和センターが危機的状況だった中、県央地域５市１町から保健師や事務職員を派遣いただ

きました。今年度に入ってからも厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市から再度、

保健師を派遣いただき、多大な御支援に、重ねて御礼申し上げます。 

  また、ワクチン接種についても、精力的に取り組んでいただきまして、大変感謝してお

ります。県としましても、ワクチン担当部署に市町村ごとの担当者を配置し、皆様と緊密

に連絡を取りながら、ワクチン接種に係る市町村のニーズや課題を把握し、医師、看護師

の確保など支援を実施してまいりました。 

ワクチンの供給につきましては、先日、国から10月中旬までの概ねの配分計画が示され、

接種対象である12歳以上の人口の約８割が２回接種するのに必要な量が割り当てられる見

通しが示されました。県では、市町村への配分につきまして、その接種状況も考慮のうえ、

限られた量の中で各市町村の希望量も踏まえて、引き続き、丁寧に調整を行ってまいりま

す。今後も、希望する県民全員に、迅速かつ円滑に接種が完了できるよう、引き続き、国

にワクチンの安定的な供給を働きかけていくとともに、市町村の皆様と連携して全力で取

り組んでまいりたいと考えております。 

次に、静岡県熱海市の土石流被害についてであります。７月２日から７月３日にかけて

記録した大雨では、土石流が発生し、尊い命が失われました。亡くなられた方に対し哀悼

の意を表するとともに、被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。今回、熱海市で発

生した災害は、急峻な山間部における盛土が土石流の被害を拡大させたと報じられていま

す。県では、独自の緊急点検を実施し、土砂災害につながる異常がないことを確認しまし

た。各市町村におかれましても、すでに独自に調査を実施しているかもしれませんが、お

互いに調査結果を共有して、今後の対策につなげ、県民の不安の解消に努めていきたいと

考えております。また、これから台風シーズンが本格的に到来いたします。気候変動の中、

異常気象が頻発しておりますが、県としても気を引き締めて命を守る取組を進めてまいり

ます。 

  最後に、東京2020パラリンピック競技大会についてであります。８月24日から始まるパ

ラリンピックに先だって、県内全市町村の皆様に聖火の元となる採火に御協力いただきま

した。そして、昨日、横浜の赤レンガ倉庫で神奈川県の集火・出立式を行い、「ともに生

きる社会かながわの火」として東京へ送り出すことができましたことを御報告するととも

に、改めて感謝を申し上げたいと思います。コロナ禍における大会で最も重要なことは、

感染防止対策を徹底し、県民及び選手や大会関係者などの皆様にとって安全で安心な大会

とすることだと考えておりますので、引き続き、皆様と協力して安全・安心な東京2020大

会の実施に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

 本日は、限られた時間でありますが、充実した時間にしたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。  

 

（２）開催地首長あいさつ 

（海老名市長）  

  皆様こんにちは。知事から御発言いただいたとおり、本日はウェブ会議となりました。 
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海老名に来ていただき、直接意見交換することに意義があると考えますが、緊急事態宣

言が発出されている状況でございますので、仕方がないと思っております。 

  昨日も大雨で愛川町や、厚木市が被害に遭われたと伺っており、大変だったと思います。

そのような中で、このような会を重ねながらこの県央の５市１町１村ができるだけ協力し

あうことが必要だと思います。本日は、知事との意見交換会になりますので、忌憚のない

御意見をいただき、実りある会議にしたいと思っています。今回は、海老名での開催はか

ないませんでしたが、次回こそはと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

（３）意見交換「コロナ禍における各市町村の取組状況について」 

（厚木市長） 

黒岩知事から先ほどワクチンの配分についてのお話をいただきました。神奈川県当局に

は、配分について大変御配慮をいただき、お礼を申し上げたいと思います。 

今回発表されました13クールの前期配送分については、厚木市は３箱でしたが、最低で

も10箱が必要だったため、不足分の７箱についてなんとかならないか神奈川県にも相談さ

せていただきました。最終的には海老名市の内野市長からどうぞ使ってくださいと快く御

提供いただき、この場をお借りして御礼申し上げます。誠にありがとうございました。今

回お借りした分は必ずお返ししますので、返却に際しては、恐縮ですが県の御担当者様に

も相談に乗っていただきたいと思っておりますので、お願いをさせていただきます。 

先ほどニュースを見ていましたら、１都３県への緊急事態宣言が９月の半ばくらいまで

延びるのではないかというような情報が出ておりました。爆発的な感染状況だということ

を考えると、迅速なワクチン接種は喫緊の課題ですので、我々自治体も皆さんと気持ちを

一つにして進めていこうと思っております。 

３分ですので、具体的な話をして皆さんとの意見交換に参加させていただければと思い

ます。 

まず、１点目は、自宅療養者の関係です。海老名市、愛川町も支援事業を行っていると

聞いておりますが、自宅療養者の増加に伴う対応が大きな課題だと思います。市にある民

間の２つのホテルを県の宿泊療養施設として軽症者の対応をしているところです。なかな

か難しい面もあるのは十二分に承知しておりますが、自宅療養者の個人情報を含む情報を

共有していただき、医療ケアも含めた新たな支援策に取り組むべきではないかと思います。

また、回復期にある患者さんの受け入れ、特に定員の増加についても医療機関の御協力を

いただかないと対応できないので、この辺の支援策も必要ではないかと思います。 

２点目は、酸素投与センターの設置です。横浜に酸素投与センターを設置されたようで

すが、県内のことを考えますと、一か所で良いのかと疑問があります。自宅療養者も増加

している現状では、できればこの県央の地に、酸素投与センターの設置をすべきではない

かという提案をさせていただきます。 

３点目は、大規模な宿泊療養施設、医療用施設を県という単位で設置していかないと、

この爆発的な状況に対応ができないのではないかと考えております。一部では、ロックダ

ウンの検討をされているという話を聞いておりますが、相当な意思をもってコロナ対策を

していくことを明確に発信していく必要があると思いますし、我々も全面的な協力をして

いきますので、知事にはリーダーシップを発揮していただきたいと思います。以上です。 

 

（大和市長） 

   大和市におけますワクチン接種の取組についてお話しいたします。大和市のワクチン

接種につきましては、個別接種と集団接種に加えまして、大和市の地域特徴や接種状況
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に合わせ柔軟に会場を設営する別動隊の３つを合わせた大和市独自の「大和モデル」で

進めております。ワクチン接種につきましては、医師会をはじめ市内医療関係者の皆様

に御協力いただき、４月に特別養護老人ホームなどの入居者への接種を先行で実施し、

５月からは集団接種、個別接種をスタートいたしました。最終的には、小中学校を含む

７か所の接種会場を開設したほか、高齢化率の高い大規模団地２か所を対象に別動隊に

よる接種も実施するなど高齢の方への接種を積極的に進めてきたところでございます。  

また、並行いたしまして、接種対象年齢の拡大も段階的に進めており、８月16日現在

では、45歳以上の方への接種を順次進めている状況でございます。一時期、ワクチンの

供給が不透明になったことから、８月からは会場を２か所に絞っていましたけれども、

供給の見通しが明るくなったため、今週末からは会場を１か所増やし、全３会場で接種

を進めていく予定でございます。今後も市民の皆さんがスピーディーにワクチンを接種

できるよう対応していきたいと考えております。 

このほかにも、当市では、コロナ禍の影響を踏まえながら様々な支援を行ってまいり

ました。特に、新型コロナウイルス感染症について情報が少なかった初期の段階におい

て、最も重要なことは、市民の皆様に正確な情報をいち早く伝えていくことであると考

えまして、大和市内の感染状況や感染対策のポイントをはじめ、相談窓口や支援制度な

どの重要な情報をチラシにまとめ、職員が手分けして大和市内の全戸に配布するなど市

を挙げて取り組んでまいりました。 

また、市中で消毒用アルコールが入手しにくくなっている状況に鑑みまして、除菌効

果のある次亜塩素酸水の無償配布を市内の各地域において職員が直接行いました。そし

て、新型コロナウイルス感染症は、経済面においても大きな影響を及ぼしていることか

ら、地域の雇用を守り感染拡大の防止を図ることを目的といたしまして、市内事業者へ

の給付金を支給するなど、市が講じることのできる様々な施策を進めてまいりました。

今後も、時々刻々と変化いたします新型コロナウイルスの影響をしっかりと見極めなが

ら、市民の皆様の命と生活を守ることを最優先に大和市として対応を進めていく考えで

ございます。 

 

（座間市長） 

  日頃より、大変お世話になりありがとうございます。また、本日はこのように県央地

域首長懇談会をオンラインという新たな形にはなりましたが、開催していただき、県職

員の皆様、海老名市の内野市長には、大変お世話になりありがとうございます。 

コロナ禍における本市の取組状況の説明を申し上げます前に、県におかれましては、

ワクチン接種の実施主体である基礎自治体の業務が円滑に進むよう、集団接種会場にお

ける医療従事者の支援など、多大なる御支援をいただいておりますことを、この場をお

借りして感謝を申し上げたいと思います。 

  また、近隣市の皆様方におかれましても、日々状況が刻々と変わり現場が錯綜する中

で、担当者をはじめ実務レベルで情報交換をさせていただいており、日頃から築き上げ

た広域連携というものを大変強く感じております。本当にありがとうございます。 

さて、本市は現在、会議開催や日常的な情報共有などを通じて、新型コロナウイルス

感染症対策やその対応について、全庁を挙げて取り組んでおります。特に、ワクチン接

種につきましては、本市が取り組む最優先事項と捉え、６月14日付けで「新型コロナウ

イルスワクチン接種推進課」を立ち上げ、体制を強化して対応しているところです。 

  集団接種では、国が示す対象者の優先順位に基づき、65歳以上の高齢者や基礎疾患を

有する方などへの接種を進めてまいりました。現在、64歳以下の方への集団接種につい
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ては、当初、市内中学校６校を会場とした大規模集団接種を予定しておりましたが、全

国的なワクチン供給の不足から、やむを得ず大規模集団接種計画は中止とし、これまで

の65歳以上の方を対象とした集団接種と同様の接種体制を基本に準備を進め、８月22日

から接種を開始する予定であります。 

県におかれましては、ワクチン供給や財政支援など、引き続き、国に対する要望を行

っていただきますようお願い申し上げます。 

    冒頭で厚木市長からもいろいろと御提言されましたが、どこの市も同じだと思います。

本市でも自宅療養者の課題ですとか、今回の大雨の関係で避難所を設置する際のコロナ

の感染症に対してどのように対応するかなど、多くの課題があると感じております。 

今後も、皆様方と情報共有をさせていただき、対応を進めていけたらというふうに思

っております。そして、公共施設の対応についても、どのようにしていこうかというと

ころを大変悩んでおりますが、広域的に面で抑えていかなければいけないということを

感じております。是非、県として、公共施設に対する対応について、リーダーシップを

発揮していただき、国に対しても強く対応を要望していただけたらと考えております。 

 

（綾瀬市長） 

ワクチン接種につきましては、高齢者においては、順調に推移をしております。 

本日、綾瀬市からは、外国人市民と子どもたちへの接種についてお話しさせていただ

きます。 

綾瀬市には、８月１日現在で約4,200人の外国人市民が生活していらっしゃいます。人

口比率では、県市の中で１位でございます。様々な言語を母国語とする外国人市民に対

しまして、感染症対策、ワクチン接種について、いかにわかりやすく周知して実行に移

してもらえるかが課題となっているわけであります。 

これまでの取組として、昨年、外国人市民が多く利用する宗教施設や飲食店を保健師

が直接訪問して、感染予防対策の指導を実施したほか、やさしい日本語を含む10言語で

の感染症対策啓発ポスターを作るなど、各種啓発活動を行ってきているところでござい

ます。 

また、今回のワクチンにおきましては、クーポン発送の際にやさしい日本語での通知

文を同封するとともに、添付したＱＲコードから市のホームページ上の言語案内へと繋

がるようにしております。また、予約段階におきましては、全国的にも珍しい13の外国

語に対応した外国語専用のコールセンターを設置いたしまして、ワンストップで予約が

完結する体制を整えました。そして、集団接種会場におきましては、３者通訳システム

を導入しており、スムーズなワクチン接種を行ってきているところでございます。こう

した取組によりまして、一人でも多くの外国人市民の皆さんにワクチンの接種を積極的

に行っていただいて、集団免疫の獲得に関して、外国人市民の皆様にも大きく寄与して

いただきたいと思っているところであります。 

それからもう一つ、子どもたちへの対応でございます。本市における64歳以下のワク

チン接種でありますけれども、基礎疾患を有する方を最優先として、その一方で高齢者

の方々の年齢を順に区分して予約を受け付けているところでございます。 

ワクチン接種は、８月１日から開始しているところでございますけれども、18歳以下

の未成年については、予約開始日が８月25日と大きく遅れてしまうことになります。し

かも、学校に通う子どもたちは、平日のワクチン接種が難しく、大人たちと比べても接

種機会が格段に少なくなってしまうということがございます。また、デルタ株が急速に

広がる中では、若い人たちへの感染拡大リスクの低減に取り組むことも喫緊の課題と捉
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えてございます。こうしたことを踏まえまして、二学期以降、子どもたちが安全、安心

して通学して、学習できる環境を整えるためには、夏休みにワクチン接種を行うことが

ベストだと考えております。そういったことから、「あやせ夏休み接種会場」で12歳か

ら18歳の対象者限定の接種会場を設置することにいたしました。実施にあたりましては、

接種の強制、未接種の子どもが差別的な扱いを受けることがないよう保護者に案内文を

送付し、子どもたち専用の接種会場を市役所７階に設け、プライバシーにも最大限配慮

しているところでございます。この取組は、公表してすぐに報道機関からも問合せを多

数受けまして、情報番組でも取り上げられるなど大きな反響がございました。対象とな

る児童・生徒数5,187名に対しまして、約半数の接種枠を設けておりますが、８月10日時

点で2,276名分、98％の予約枠が埋まっており、ワクチン接種を望む児童・生徒に対して

必要な支援を実施することができ、一定の成果を得ることができたと捉えております。

地域の特性に応じて、様々な接種体制を地域では整備しているところでございまして、

そういった意味ではワクチンの供給を必要なだけ確実に、迅速に行っていただく、これ

を是非とも県に要望し、国にも伝えていっていただきたいというふうに思います。 

 

（愛川町長） 

皆様には、大変お世話になっており感謝申し上げます。高齢者へのワクチン接種につ

いて、希望者全員に７月末をもって接種を完了しましたので、順次、対象年齢を引き下

げまして、今は40歳代への接種を開始しております。児童・生徒への集団接種につきま

しては、９月中旬からの土日の午後に設定をしております。したがいまして、10月中に

は、全ての対象者の皆さんへの接種を完了させたいと考えておりますけれども、ワクチ

ンの供給次第でございますので、その辺をよろしくお願いいたします。先般、13クール

から15クールへの配分枠が示されましたけれども、本町では人口割で１クールあたり最

低３箱配分されるものと想定し、今、接種計画を立てておりますので、この点もよろし

くお願いいたします。 

それと、これまでの取組の一部を紹介いたしますが、寝たきり高齢者につきましては、

医師会と連携しながら自宅訪問の接種を行いまして、障がい者など自力で接種会場に来

られない方については、移動支援などの対応をしてきたところでございます。そして、

先ほど古塩市長からもお話がありましたけれども、外国人住民について、愛川町には、

約2,800人おられます。人口比率では７％と多くの外国人住民が住んでおりますので、ク

ーポン券などの案内通知につきましては、スペイン語、ポルトガル語、ローマ字表記の

ものを個別に送付しております。そして、工業団地にも多くの外国人住民が働いており

ます。団地組合を通じて、周知を行っているところであります。それぞれの国において、

定期的な集まりもございますので、その場に町職員が出向いて説明をするなど接種の促

進に努めているところであります。なお、コールセンターにつきましては、外国人住民

に対応できる人員の配置をするとともに、集団接種会場には、13言語の映像通訳機を備

えて、これまで取り組んでいるところであります。 

 

（清川村長） 

   黒岩知事においては、昼夜を問わず新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいた

だいておりますこと、心から感謝申し上げます。また、県の職員の皆様をはじめ医療従

事者、関係者の皆様の御尽力にも感謝申し上げます。 

   村のコロナへの取組状況について、県の方でワクチンの確保や、配分に御苦労があっ

たものと思います。小さな自治体だからこそだと思いますが、お陰様で接種につきまし
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ては、県立煤ヶ谷診療所をはじめ厚木医師会の御協力をいただきまして、現在、順調に

進んでおります。特に、県立煤ヶ谷診療所には、医療体制の脆弱な清川村にとりまして、

集団接種だけではなく個別接種にもわたり多大なる御協力をいただいて本当に感謝して

いるところでございます。 

このワクチン接種につきましても、村では５月３日から高齢者への接種を皮切りに、

村民は当然のこと、福祉施設の関係者、幼稚園、保育園の方々、小中学校の先生方にも

接種をしてきております。現在は、12歳から64歳までの方々の接種を行っておりまして、

この集団接種につきましては、今月21日の土曜日をもって終了となり、予約者全員が完

了するという状況です。その後につきましては、個別接種に移っていくこととしていま

す。 

   また、中小企業事業者への支援につきましては、国、県からの支援もありましたが、

それに漏れてしまった事業所がございまして、村独自の施策といたしまして、昨年は、

１事業所30万円、今年は、１事業所10万円の支援をしているところです。 

村民に対しては、消費の落ち込みを回復させたり、村民に元気を与えようということ

で、昨年は１万円、さらに今年は１人５千円の「元気応援券」を全村民に配付している

ところであります。 

さらに、令和２、３年度は、幼稚園、小・中学校の給食費を無料にしまして、保育園

の副食費も無料にしてございます。清川村は、駅から遠くバス代が高いため、専門学校、

高校生、大学生などの通学費を今まで２分の１補助していたのですが、令和２年度は全

額補助をしております。 

こういった支援策をしているところでございまして、今の課題はワクチン接種です。

人口が少ないからこそのデメリットですが、現在、全村民の中で74％くらいの方が接種

しておりまして、残りの20%くらいの方がこれから接種を希望された時の対応が課題でご

ざいます。また、来年２月末までに５、６人の方が12歳になり、この人数調整が非常に

厳しくなると思っていますので、広域的な接種体制を是非、拡張していただければと思

います。お陰様で、厚木市さん、愛川町さん、厚木医師会さんと広域的な接種の協定は

できておりますけれども、それぞれが足並みを揃えていかないと村民だけが優先という

わけにもいかないということで危惧をしているところであります。 

また、自然災害とこのような感染症を配慮した避難所の運営が課題でございます。村

でも、昨日、複数世帯が避難してきましたけれども、やはり感染症防止、災害現場への

職員の派遣、こちらで人員が割かれまして、全職員での対応としましたが、警報が解除

されるまで待機だと長期的な体制確保は厳しいものがあるかと思います。 

 

（海老名市長） 

本市では、７月までに65歳以上の方の接種がある程度済み、現在88％の接種率になっ

ています。しかし、８月に入り、ワクチンの供給不足が原因により接種会場の稼働を週

４日から３日へ縮小せざるを得ない状況です。国では、10月までに接種を終了するとの

見解ですが、現在の状況ではスケジュール的に厳しい見通しです。 

知事も10月までと仰っておりましたが、今後のワクチン供給のスケジュールを明確に

していただかないと職員の動員や会場の問題など様々な混乱が生じますので、ワクチン

の確保について最優先でお願いします。 

外国人へのコロナ対応について話がありましたが、本市ではモスクでの接種を開始い

たしました。モスクでの接種は、広域的に行っていく方針で調整中のため、神奈川県に

おかれましては、別途ワクチンの支援をお願いしたいと思います。市の限られたワクチ
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ンを使いモスクでの接種を対応するとなると、市民の理解を得ることも難しくなるなど

の問題もありますので、よろしくお願いします。 

また、厚木市長が仰った自宅支援の関係ですが、本市では神奈川県との協定を締結し

たことで、神奈川県から個人情報をいただいておりますが、医師会には提供することが

できません。保健所だけでは経過観察などができないため、医師会、神奈川県、自治体

が連携をして自宅支援に取り組んでいくべきであると考えておりますので、神奈川県に

おかれましては、積極的に検討していただきたいと思います。 

経済対策について、本市でも商品券の発行など様々取り組んでいます。また、先ほど

清川村と座間市から災害時の感染症対策問題について御発言がありました。本市では昨

年度から始めた取組ですが、各地域の自治会と協定を結び、三密となる恐れが生じた場

合、自治会を補助的避難所として活用することで、避難者をできるだけ分散するように

対策をしていますので、参考にしていただければと思います。 

 

【県からのコメント】 

◎ 新型コロナウイルス感染症全般について 

（健康医療局長） 

   新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から大変な御尽力をいただきま

してありがとうございます。改めて御礼申し上げます。また、国や県の施策との積極的

な連携、保健所をはじめとする県に対する人的支援など様々に御協力をいただき重ねて

感謝申し上げます。 

   まず、ワクチン接種につきましては、今いろいろと御発言をいただきましたように、

７月末までの高齢者接種完了については、無事達成をされたという御発言が多かったと

いうふうに認識をしてございます。当初、達成が非常に難しいというお声をいただいて

おりましたけれども、ひとえに各市町村の皆様方の御尽力により達成できたものでござ

いまして、県としても深く御礼を申し上げます。 

各市町村におかれましては、先ほど御発言いただきましたように、これまで円滑な接

種に向けて、体制強化、歯科医師、救急救命士への研修の実施、高齢者、障害者を対象

とした送迎、外国籍住民への多言語対応など様々な取組を実施していただいております。

県においても市町村の皆様方を支援する専門チームを設けまして、これまで８月１日ま

でに県内で医療従事者606人の医師や看護師を紹介させていただきました。また、副反応

等コールセンターでは、15か国語に対応可能な３者通訳の体制をとるなどサービスの向

上に努めております。 

ワクチンの供給の見込みについては、８月30日の週以降発送の第13クール、14クール、

15クールのファイザー社製ワクチンの都道府県への配分が示されました。この３クール

の本県への割当は、各824箱、合計2,472箱ということがマスで示されております。12歳

以上の人口の８割が２回接種するのに必要な量ということで割当てられましたので、県

といたしましては、市町村ごとの接種状況も考慮のうえ、まず746箱を基本枠として、残

りの接種対象人口に応じて配分をしたうえで、住所地外接種、他にお貸ししている分と

いうのを12箱ほど調整いたしまして、残余分66箱については、希望箱数を加味して配分

をしたところでございます。このワクチンの供給については、基本的には先の見通しが

立つということが重要だと思っております。これまで高齢人口を中心として配分をされ

てきたわけでありますけれども、今度の14クール、15クールについては、国の方でも調

整枠を持っているということで、若年人口が多い神奈川県としては、多少なりとも色を

付けていただきたいということを含めて、国の方には安定供給について、引き続き申し



 9 

上げていきたいと考えております。 

また、自宅療養について御要望いただきました。まず、自宅療養に関して、生活支援

の協定を結んでいただいている市町村の皆様方に対しては情報提供をして良いというこ

とで、審議会からも答申をいただいているところでございます。反対にいうと、現時点

の解釈では、それ以外はなかなか難しいということもあるのですが、先ほどの御発言に

もありましたように、保健所業務もかなり逼迫をしております。保健所に夕方に発生届

が提出されて、それをとりまとめて県庁に送って、県庁でそれを朝までかけて入力して、

療養確認の電話も深夜３時、４時まで続いたりすることもあります。連絡がつかなけれ

ば、保健所にそれを戻して、保健所の職員が安否確認に行くということになっているの

ですけれども、今、この感染者数の中で、保健所としても非常に負担が大きく辛いとい

うことで、「地域療養」の神奈川モデルというような仕組みを通じて、医師会の御協力

も必ず必要になってくると思いますし、場合によっては市町村の皆様方に御協力を仰ぐ

こともあるかもしれません。そういった場合、医師会の方もそうですが、当然ながら個

人情報が提供されないと御協力いただけないと思いますので、検討してまいりたいと考

えております。 

また、酸素投与センターについて、厚木市長から御発言をいただきました。正直なと

ころ酸素投与センターを立ち上げるのに非常に苦労しました。ある程度、危機管理や療

養対応に慣れた医師、看護師の方にいていただかないと、なかなか対応できないという

ことで、実は、立ち上げにも神奈川県内の医師、看護師だけでなく、厚生労働省を通じ

て、全国の医師、看護師からの御協力をいただいております。今、横浜で運用しており、

パラリンピックが終われば藤沢の方に移ると思いますが、現在、それを維持するのが精

一杯というのが、正直なところです。全ての医療機関の皆さんに御協力をいただければ

作ることも可能かもしれないですが、医療機関の皆様は、今はそれよりも治療に専念と

いうことで、なかなかどの病院も余裕がないというところでございますので、次の酸素

投与センターについて、現時点では、見通せないというのが正直なところでございます。   

 

◎ コロナ禍における災害対応について 

（くらし安全防災局長） 

   佐藤市長から、災害時、大雨の時のコロナ対応、岩澤村長から、今回も含めて自然災

害とコロナとの複合災害の対応についてのお悩みをいただきました。また、内野市長か

らは、身近な自治会館40か所と協定を結んだというお話もありました。 

県でも、昨年の６月にコロナを踏まえた避難所運営ガイドラインを作成しました。そ

の内容というのは、まさに感染対策をしっかりと施して避難をしていただくということ

ですので、どうしても避難所の定員の削減、スペースの拡大という方向に働いてしまい

ます。これを解消するためには、とにかく避難所を増やしていくということ、避難所に

こだわらずに普段から知人、友人、あるいは県もホテル、旅館同業組合と協定を締結し

ておりますので、そのような代替の手段を使うことを広報させていただいております。

そういった中で、海老名市長からお話があったように、市町村としても一時的な滞在と

いうのが主眼かと思いますが、自治会館を上手く使ってということで、職員の皆さんに

逆に負担がかかるかと思いますけれども、そういった対応をいただいて大変ありがたい

と思っております。 

県としても、これから本格的な台風シーズンを迎えるにあたり、そういった避難の重

要性を改めて県民の皆様に周知していく中で、市町村の取組を是非、横展開していただ

ければと思っております。ともに台風シーズンを乗り越えていきたいと思っております
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ので、よろしくお願いいたします。  

 
◎ 外国籍県民に対する取組について 

（国際文化観光局長） 

   外国籍県民への対応について御発言がありましたので、コメントをさせていただきま

す。県では、コロナの特設ページを７言語で展開しております。ホームページだけでは

なく、かながわ国際交流財団やかながわ国際ファンクラブのフェイスブックからプッシ

ュ型でお知らせするほか、外国人コミュニティという御発言もありましたが、私どもも

コミュニティについて、直接、情報提供を行うといったこともさせていただきました。 

また、ワンストップ相談窓口として「多言語支援センターかながわ」を設置しており

ます。コロナの影響もあり、問合せ件数が大幅に増えておりますので、電話回線や対応

日数の増加など体制を強化して対応しております。多言語支援センターでは、できるだ

け情報を集めて、直接回答できるものは直接対応しており、専門的な内容だった時には、

各市町村の窓口などにも対応をお願いしたりということもしていますが、今、PCR検査や

ワクチン接種の予約のお手伝いといったこともさせていただいておりまして、できるだ

け寄り添った対応をしたいと考えてございます。その中で、愛川町と綾瀬市、それぞれ

の取組の紹介がありましたが、在住の方からの御相談がありました時には、市町村の取

組も紹介させていただきたいと思いますので、今後とも連携させていただきながら対応

をしていきたいと思います。 

 

◎ 児童の保護者に対する取組について 

（福祉子どもみらい局長） 

   清川村から保護者への経済的軽減対策というお話をいただきました。取り組まれてお

ります幼稚園児の給食費、保育園児の副食費の全額補助について、保護者への経済的負

担軽減に大変寄与する素晴らしい取組だと認識しています。幼児教育、保育の無償化に

よりまして、利用料の負担はなくなったところですが、例えば副食費などは、月額4,500

円程度保護者が負担しているところでございます。 

県としましては、この幼児教育、保育の無償化事務の円滑な進行を支援するとともに、

年収や兄弟姉妹の人数に応じた副食費の減免制度などもございますので、機会を捉えて

周知を図っていきたいと考えております。  

 

◎ 雇用や経済振興等に関する取組について 

（産業労働局長） 

   コロナ禍において、経済や雇用など様々な影響がもたらされております。それぞれの

地域で雇用や事業者の状況に応じた施策を積極的に講じていただいておりますことに、

御礼申し上げます。大和市の方から、コロナ禍において雇用を守る事業者に独自の給付

金を支給していただいているというお話がありました。 

本県の６月の有効求人倍率は、0.88倍と１よりも低くなっております。求人が求職を

下回っているという状況でございまして、国の方も本県の雇用情勢はまだ厳しいという

判断をしております。そうした状況ですので、県といたしましては、引き続き、コロナ

禍における雇用の維持、または就職氷河期世代の皆さんの積極的な採用、障がい者、女

性、高齢者の雇用機会の確保、こうしたものを経済団体に現在要請しているところであ

ります。また、海老名市、清川村からコロナ禍で経営に影響を受けた中小企業への支援、

需要を喚起するためのプレミアム商品券のお話がありました。こうした事業は、中小企
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業が事業を継続していくための重要な支援になると認識しております。 

県といたしましても、長引く緊急事態宣言等によって酒類の提供停止、外出自粛の要

請等によって影響を受けている様々な事業者を支援するために、国の月次支援金に上乗

せするかたちで独自の支援をしております。また、地域の需要を喚起するということで、

商店街が独自に実施するプレミアム商品券の発行事業、需要喚起とキャッシュレスを同

時に進めていくことで「かながわPay」という専用アプリを利用したポイント還元事業、

これらを準備しております。この商店街プレミアム商品券事業とかながわPay事業、これ

らにつきましては、現在の緊急事態宣言、または、まん延防止等重点措置が解除された

段階でタイミングを見ながら実施していこうと考えてございます。今後も、コロナ禍で

厳しい状況に置かれております中小企業に対する支援、これを市町村の皆さんと連携し

ながらしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

 

【意見交換】 

（座間市長） 

   本市の取組のところでいくつかお話をさせていただきます。まず、集団接種は先ほど

申し上げたとおりですが、個別接種をかなり精力的に進めておりまして、市内の約30程

度の医療機関の先生方に柔軟な対応をしていただいております。  

また、会場について、各会場に配備している通訳タブレットは13か国語に対応してお

りまして、相談・予約専用のコールセンターも19か国語に対応できるようにさせていた

だいております。先ほど災害時の対応でお話しましたが、本市でもコロナ対策というこ

とで、テント等を購入して避難所の開設訓練なども実施したところであります。現在の

ように自宅療養者が増えてきている中で、その自宅療養者の方々やコロナの陽性者だと

はっきりしている方々にどのように対応したら良いのか、また、濃厚接触者ということ

がはっきりしている方たちをどうしたら良いのかということが課題だと思っております。

そういった方たちの対応ができる避難所を設置すべきなのか、それとも避難所の中でゾ

ーニングをして対応するというかたちが良いのかなど、そのあたりをどのように対応し

たら良いのかということを課題として感じております。皆さんそれぞれの取組などお聞

かせいただければと思います。 

 

  （くらし安全防災局長） 

   佐藤市長ありがとうございます。自宅療養者に関して、県域の市町村については、事

前にプッシュ型で個人情報をお送りするようなかたちにしております。今回、事前に予

測できない大雨でしたけれども、プッシュ型で情報を配信しております。この自宅療養

者がハザードマップ上危ないところにいるので避難させたいということであれば、県で

宿泊施設に搬送するという仕組みを作ってはいるんですが、この爆発的な感染状況では、

迅速な対応ができないということもあります。避難所のガイドラインでも、必ずしっか

りと検温して、万が一熱がある場合には、学校であれば教室に専用の部屋を設けておく

などそういったことを示しております。自宅療養者について、事前に避難要望があれば

県の方で搬送するというのが基本ですが、その暇もないという場合には、現実的には、

そういった対応をしていくしかないのかなと思います。いずれにいたしましても、入口

でしっかりと検温をするなどの感染防止対策をする中で、配慮をいただくよう国も県の

方もガイドラインを作らせていただいております。災害時にそういった迅速な体制をと

るのは難しいですけれども、訓練もやられているということですので、そのあたりもシ

ミュレーションしていただければと思います。 
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 （海老名市長） 

   先ほど健康医療局長が御発言された件につきまして、希望したワクチン量が届いてお

りません。神奈川県は、10月までに供給が終わると仰っていますが、現在の供給状況を

ふまえると、本市でのワクチン接種対応は11月まで及ぶ予定です。自治体の現状と神奈

川県の認識が一致してないので、再度答えてください。 

 

（健康医療局長） 

  国からは、全人口の８割の部分について第15クールまでにお送りいただけるというこ

とですので、基本的にはそれを３分割して供給量を示させていただいたという認識であ

ります。ここで足りないということであれば、個別に調整せざるを得ないと思うのです

が、予約の枠というのは８割を超えて取られている状況なのでしょうか。 

 

（海老名市長） 

  ８割は超えておりません。ワクチンを20箱頼んでも８箱しか供給されず、全然足りて

いない状況です。スピード感を持って対応したくとも、神奈川県でワクチンの配分を行

っていることが原因で供給されないわけです。厚木市へワクチンをお貸しする状況も発

生しております。10月までにワクチン供給が終了する前提でスケジュールを作ってよい

と明確にしていただければ、積極的に対応いたします。 

 

（健康医療局長） 

  まず、第13、14、15クールで示したのが、８割に到達するまでの数を３分割した数を

ベースにしています。接種のスピードに応じた配分というのもあって良いのではないか

という議論も内部では確かにあります。国の2,500箱ほどある全国に対する調整枠が来た

ら、それを接種スピードに応じた調整に使おうというふうに考えています。おそらく今

週金曜日にその調整枠がどうなるか分かってくると思うので、金曜日以降に箱数が分か

れば、御希望の数を届けられるかどうかお返事出来ると思うのですが、現時点ではちょ

っと分からないというのが正直なところです。 

 

（海老名市長） 

  期待しています。 

 

（４）各市町村の話題・課題 

  ■厚木市 

◎ 県道の整備促進等について（①県道43号（藤沢厚木）について、②県道42号（藤沢

座間厚木）について、③路面標示の補修について） 

（厚木市長）  

先ほどのワクチン接種について、10月をもって完了という話でしたが、最初は11月ま

でだったと思います。それがいつの間にか10月になってしまったということを含めて、

現場を扱っている我々の話も聞いていただければ幸いです。 

まず、県道２路線の整備についてです。１点目は、市街地の中を南北に通っている藤

沢厚木線、県道43号です。この県道43号には市街地から北に向かって元町という交差点

と元町交差点を左折し西に向かうと松枝交差点があります。市街地から元町交差点を経

て松枝交差点までの区間はバスや大型車も通っている状況ですが、以前からお話させて
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いただいているとおり歩道がありません。県でも、緑色に塗るなど安全対策を講じてい

ただいておりますが、都市計画道路ですので、現状の道路幅ではとても収まる状況では

ございません。要するに、両サイドに拡幅をしないと、この県道の歩道整備はできませ

ん。交通量が多いということもそうですが、非常に歩行者が多いところですので、整備

について是非進めていただきたいと思います。過去のいろいろな話も承知しております

が、あえて改めてこの話をさせていただきました。 

もう一つは、私どもで県道43号の元町交差点付近にある厚木北公民館の建替えを計画

しておりますが、県道に二面隣接しており、当初、歩道がなく路肩を歩行する危険な状

況であったため、県にも土地を買収し、仮舗装していただき、計画に合わせた公民館の

設置となるよう進めております。こちらについては、厚木土木事務所をはじめ御尽力い

ただきました皆さんに感謝したいと思います。また、元町交差点の先にある、松枝交差

点は非常に変則な五叉路となっています。危険度が非常に高い交差点であり、改良する

必要がありますので、歩道整備等、県道整備と併せて、強く要望をさせていただいてい

るところです。 

また、この県道43号は市街地に接続しており、街の中を南北に貫く道路であることか

ら、非常に重要な路線です。県の道路計画の位置付けも格上げしていただいたという話

を聞いておりますので、是非、実現に向けて強力な取組をお願いします。 

もう１点、県道42号、いわゆる座間荻野線の延伸です。相模川を渡り、西に向かって

さらに中津川も渡り切ったところから先について、橋梁の柱を立てるなどして、県道63

号への延伸工事が進んでいますが、これをさらに延長して国道412号や妻田中荻野線への

接続の計画が当初よりも若干遅れているようですので、これをまずもって進めていただ

きたい。県道については、この２路線についてお願いをしたいと思います。 

   今日、御出席の首長の皆さんと同じ思いを持って是非なんとか成就できるように努力

したいことをもう１つお伝えしたいと思います。それは横断歩道についてです。長年の

懸案事項である、横断歩道の標示をなんとかしなくてはという気持ちは、首長の皆さん

全く一緒だと思います。県の公安委員会の絡みもあり、予算の枠も限度があるのだと思

いますが、私どもで市内の調査をしたところ350か所の路面標示が消えかかって、見えに

くくなっているという状況でした。日頃から交通安全について多くの市民の皆様にお願

いし、御協力いただいている立場として横断歩道の塗り直しや近くに横断歩道等がある

ことを事前に予告する「ダイヤ」、一時停止を意味する「止まれ」を書くことも、いわ

ゆる交通規制の部分に入るということでなかなか進まない状況は、歯がゆい思いです。

一時は市長会として、お金を出し合って何か体制が作れないかという話も出たほどのこ

とでございます。この辺については神奈川県警、公安委員会、いろいろな事情もあるか

と思いますが、市民生活に係わる非常に大事なところです。数年間にわたって各市長か

らも要望しております。予算の問題なのかいろいろな手続き論の問題なのか、正確には

私も把握しておりませんが、大きな意味では財源の確保というところに行きつくのかな

と思いますので、財源確保も含めた迅速な対応を私からの切なる願いとさせていただき

ます。 

 

【県からのコメント】 

（県土整備局長） 

 まず、県道43号の拡幅の話でございます。中町交差点から元町交差点までの区間、こ

こは市が事務局になっていただいて、寿町通り街路整備推進協議会をお作りいただきま

した。まちづくりを進める中で一体となった道路整備の検討が進められてきております。
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ここに県も参加しておりますので、この場を活用してまちづくりと一体になって、引き

続き、道路整備を進めていきたいと思っております。 

 それから元町交差点から松枝交差点までの区間につきまして、これまで用地取得に厚

木市さんに多大な御協力いただきまして誠にありがとうございます。今後拡幅しようと

した場合、都市計画は入っているのですが、軒並み建物がかかるという状況になりまし

て、沿道の土地利用が一変してしまいます。したがいまして、沿道の土地利用をこれか

らどのようにしていくかということにつきましては、厚木市さんと一緒になってお考え

をお聞きしたうえで、検討を進めていきたいと思っております。そこが描けないとなか

なか事業にも入りにくいところでもございますので、そこは県も一緒になって検討させ

ていただきます。是非、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから県道42号、座間荻野線について、市長御指摘のとおり橋脚の工事が順次進ん

でおります。いよいよ今年からは、上部工の橋げたの工事に入ってまいります。用地も

既に８割ほど取得をさせていただきまして、そろそろ佳境に向かうところでございます。

残る用地は、なかなか難しいところもございますが、今年度は、引き続き用地取得を進

めてまいります。橋梁を過ぎた西側の方、三田小学校の付近なのですが、なかなか新し

い道路の形が作れなくて、そこを通すことができないのですが、小学校のお子さんが危

ない、狭い道を通るよりも新しい道路の用地の中で安全に通学していただくことが必要

ですので、用地取得済みの道路の中で安全な歩道ができないかどうか、今年度はそうい

った検討を進めて、歩道整備をできるところから順次着手をしていきたいと思っており

ます。 

 それから、西側への道路の延伸計画のことでございます。将来的には、西側の国道412

号まで接続する計画になっており、現在進めております県道63号相模原大磯まで、この

区間に注力してまいりまして、一刻も早く供用させたいと思っております。ただ供用し

てからその先の西側の計画を作るのでは少し遅くなりますので、現在工事中のところの

目途が立てば、その何年か前から計画は進めておき、工事が切れ目なく進められるよう

に手順を整えていきたいと思っております。 

 

（政策局長） 

私からは、警察本部の方からのコメントが届いておりますので、お答えさせていただ

きます。先ほど御紹介いただきましたように、横断歩道をはじめ道路標示等の交通安全

施設、これを適切に維持管理していくことは、交通の安全等円滑を図るうえで必要不可

欠だというふうに警察本部の方としても十分認識しております。御指摘いただきました

ように不鮮明な道路標示等の補修、維持管理については、先ほど予算なのか手続きなの

かというような話がありましたけれども、必要な予算要求を県警本部としても積極的に

行ってまいりたいということでございます。先ほど御紹介いただいたように消えかかっ

ているところ350か所、各市長さんの方でこれを前向きに進めるにはどうしたらいいかと

いう議論をされているという話についても、警察本部の方に私の方から伝えさせていた

だきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

■大和市 

◎ パートナーシップ宣誓制度の導入について 

（大和市長） 

   大和市から２つの事業についてお話しさせていただきますけれども、その前に厚木市

長さんに本当に素晴らしいことをおっしゃっていただきました。横断歩道等の問題、是
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非、よろしくお願いいたします。 

   それでは、パートナーシップ宣誓制度の導入についてであります。当市は、今年４月

からパートナーシップ宣誓制度をスタートいたしました。大和市の制度は、同性カップ

ルや事実婚の方などが互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあ

うことを約した２人の関係であることを宣誓し、市が宣誓書受領証等を交付するもので

ございます。受領証を提示することで市営住宅や市内の県営住宅の申し込みが出来るよ

うになっております。また、病院の面会や手術の同意が認められたり、民間事業者が提

供する家族としてのサービスが受けられる場合もございます。制度開始から４カ月の間

に14組の宣誓を受けているところでございます。宣誓した方々からは、「自分たちの関

係が証明されてうれしい」という声をいただいており、当事者の方が抱える生活上の困

難や生きづらさなどの課題解消の一助になったと感じているところでございます。 

 

◎ 路上喫煙対策の強化について 

（大和市長） 

   ２つ目に、路上喫煙対策の強化についてお話しさせていただきます。大和市はこれま

で、「大和市路上喫煙の防止に関する条例」において、駅や学校周辺の道路等を路上喫

煙禁止区域に指定し、路上喫煙の対策を推進してまいりました。そうした中、禁止区域

内においては、一定の効果が見られたものの、禁止区域以外での路上喫煙に関する意見

も寄せられており、その内容につきましては、受動喫煙に関するものも増えてきており

ます。 

   こうした状況を踏まえまして、受動喫煙防止を含めた路上喫煙防止対策の一層の推進

を図っていくため、路上喫煙禁止区域を大和市内全体の道路等に変更する条例改正を昨

年12月に実施し、そしてこの４月から施行したところでございます。市域全体の道路等

を禁止区域とするのは、全国的にも珍しい事例でございますので、この場で御紹介させ

ていただきました。 

 

【県からのコメント】 

◎ パートナーシップ宣誓制度の導入について 

（共生担当局長） 

性的マイノリティーの方々の生きづらさの解消は、ともに生きる社会かながわの実現

において、大変重要なものでありまして、このたび大和市さんがパートナーシップ宣誓

制度を開始されたことに、県としても感謝申し上げます。 

県では、性的マイノリティーの方々を支援するため、平成30年度から当事者同士の交

流会や相談事業などを開始するとともに、平成31年１月に性的マイノリティー支援に係

る県・市町村連絡会議を立ち上げ、県内市町村との情報共有を推進してまいりました。 

本県におきまして、今年度大和市さんを含め、５市町が制度を導入したことから、現

在全体で14市町がすでに制度を導入済みということになります。人口比率にいたします

と、85.5％がパートナーシップ宣誓制度を利用できる状況にございます。 

この制度は、住民生活に最も身近であり、まず住民登録や戸籍の事務を行う市町村に

おいて行われることがふさわしいと考えております。そのため、県におきましては、引

き続き、当事者支援等の施策を実施するとともに市町村間の情報共有の促進などにより、

導入を検討している市町村を支援してまいりたいと考えております。是非、大和市さん

におかれましては、今後連絡会議の場の後で、運用状況などを御披露いただけると大変

ありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 



 16 

 

◎ 路上喫煙対策の強化について 

（健康医療局長） 

このたび大和市におかれまして、受動喫煙防止を含めた路上喫煙防止対策の一層の推

進を図るために、市内全域を路上喫煙禁止区域としていただいたこと、また、この条例

改正の内容が県内初ということ、県としましても大変心強く感じております。 

県でも、受動喫煙防止条例により受動喫煙防止について取組を進めてきたところでご

ざいますけれども、平成30年に健康増進法の一部を改正する法律が成立いたしまして、

受動喫煙の防止が法令上でもうたわれることになってまいりました。 

今後も市町村の皆様方と協力いたしまして、望まない受動喫煙の防止が図られるよう

普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

 ■座間市 

◎ ESCO事業について 

（座間市長） 

  本市からは、ESCO事業について、御紹介をさせていただきたいと思います。 

昨年度もこちらの場で御紹介させていただきましたが、本市では、令和元年度に市庁

舎、市民文化会館の空調や照明設備をESCO事業により更新させていただきました。 

また、令和２年度には、市民体育館の設備も同様にESCO事業で更新をしました。これ

らは、省エネルギー対策としての効果が見込めるとともに、環境省や経済産業省の補助

金を事業の財源としていることから、初期投資の最小化、支出の平準化、将来的なコス

ト削減など財政支出の抑制に寄与する事業であると捉えております。 

 

◎ 座間駅東口の再整備について 

（座間市長） 

  そして、座間駅東口の再整備について御報告させていただきたいと存じます。当市の

市名を冠するこの小田急線の座間駅周辺の地域の活性化に向けた活動が加速しておりま

す。これまで小田急電鉄株式会社と本市との連携によって、ホシノタニ団地のリノベー

ション事業や、観光協会の移転先の引き受けなどをしていただいておりますが、座間駅

周辺の活性化につながる取組が進められてまいりました。 

また、現在進捗中の座間駅東口のリノベーション事業によって生み出された広場や会

議スペースのネーミングを公募させていただいていることで、一層の地元愛の醸成につ

ながっているというふうに期待をしております。 

さらに、地元の方々が主体となって、周辺地域のあり方等をともに考える連絡協議会

設立に向けた取組を進めていただいておりますので、非常に心強く感じております。こ

のように、市民、企業、団体等が連携して地域を盛り上げ、活性化を図る取組に対して、

可能な限りバックアップをさせていただきたいと考えております。 

  

【県からのコメント】 

◎ ESCO事業について 

（環境農政局長） 

  ただいま御発言いただきました座間市のESCO事業の取組でございますけれども、脱炭

素社会の実現に向けた取組につながるものとして、県としましても、非常に有効な取組

というふうに考えてございます。 
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県でも、自らの事務事業の実施に伴い排出される温室効果ガスの削減に向けまして、

平成16年度に「神奈川県ESCO事業導入等基本方針」を定めまして、県有施設でのESCO事

業の実施に取り組んでまいりました。これまでに、県立高校や出先機関など８か所でESCO

事業を実施しましたところ、一定の排出量削減の効果がございました。  

また、ESCO事業などの省エネルギー対策と合わせまして、県有施設で使用する電力を

再生可能エネルギー100%の電力に切り替える取組も進めております。 

県は、市町村におけますESCO事業の再生可能エネルギー利用等について、導入手法等

に関する助言や情報提供などを行うことにより支援させていただきまして、県全体で脱

炭素社会の実現に向けた取組を進めていきたいと考えてございますので、座間市におか

れましても、今後とも取組のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

■綾瀬市 

◎ 新たな総合計画のスタートに伴う持続可能なまちづくりに向けた取組について 

（綾瀬市長） 

  それでは綾瀬市から、新たな総合計画のスタートに伴うまちづくりについてお話しさ

せていただきます。 

  綾瀬市では、今年度から今後10年間にわたる市政運営の指針となる「綾瀬市総合計画

２０３０」がスタートいたしました。本市の規模を生かしたコンパクトで効率的な行政

経営のもと、まちづくりの中心がハードからソフトへ、モノからヒトへと変化している

ことを踏まえまして、「つたえる」を大切にするまち、「つながる」を生み出すまちを

計画理念といたしました。今回の計画は、従来の総花的な計画とは異なり、「育てる」、

「稼ぐ」、「支える」の３つのキーワードのもとに15の戦略プロジェクトを選定して、

選択と集中のもと、行政運営を推進していくこととしております。特に行政として、「稼

ぐ」視点から地域経済の活性化に取り組むことは特に重要でありまして、今回はその「稼

ぐ」視点の戦略プロジェクトの一つであります「ものづくりのまち綾瀬」のブランド化

促進の成功例について御紹介させていただきます。 

  綾瀬市は、政令市に次ぐ県内第４位の製造業の事業所が集積し、高い技術力を有する

中小企業が多数存在するものづくりのまちであります。比較的、下請け企業が大部分を

占めており、企業から企業へ、いわゆるB to Bの製品が主要となることから、高い技術

力を生かした製品が直接消費者に届くことはなく、知名度が上がらないという課題がご

ざいます。 

そこで、地域産業のブランド化と市内企業の稼ぐ力の向上を目的に「あやせものづく

り研究会」を発足させ、民間デザイナーによるコンサルティングのもと、参加企業の得

意技術を生かした一般消費者向けの新商品の開発に努めてきたところでございます。こ

の研究会を通して、これまでいくつもの製品が生まれており、ブランディングに向けて

着実に歩みを進めてきたところですが、この度、新たにニューヨーク近代美術館、通称

ＭｏＭＡのデザインストアへの製品導入が決定いたしました。世界を代表する近代美術

館であり、モダンアートの殿堂と呼ばれる同美術館のデザインストアへは、幾度もの審

査を経て、世界中のライバルとしのぎを削り、勝ち残った一握りの製品のみが導入され

るため、全世界からの注目度も非常に高いものがございます。 

今回導入された製品は、石英ガラスを素材としたテーブルベルであります。石英ガラ

スは、高い純度や透明性、耐熱性といった点が代表的な素材特性として挙げられ、本製

品においては澄み切った音色を奏でる音響性能の高さに着目をいたしました。石英ガラ

スの加工を専門とする市内業者とデザイナーとの共同プロジェクトが四年間の試行錯誤
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の期間を経て、世界が認める製品へと進化をさせることができたわけであります。 

今回の素晴らしい成果により、made in ayase製品のブランド化に向けた新たな第一歩

を踏み出したことを大変喜ばしく思っているところでございます。 

このテーブルベルは、県にも寄贈させていただきました。県におかれましても、「も

のづくりのまち綾瀬」のブランド化促進に向けて、是非ともPRをしていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。このテーブルベルの素晴らしい音色を県の職員

の方々にも聞いていただきたいというふうに思っているところでございます。 

今後とも、官民連携による「ものづくりのまち綾瀬」のブランド化に向けた取組を推

進していきたいと思っておりますので、県からも御支援のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

【県からのコメント】 

（知事） 

  （ベルを鳴らして）非常に良い音ですね。おめでとうございます。綾瀬ブランド、大

切にします。 

 

（産業労働局長） 

  地域経済の活性化のためには、綾瀬市さんが取り組んでいらっしゃるような地域の優

れた産業資源を発掘して、素晴らしいデザインなどで付加価値を付けて売れる製品を作

っていく、そういうことが必要だと思っております。県におきましても、中小企業の魅

力的な製品づくりや、販路開拓を支援するための施策を展開しております。例えば、海

老名市にあります県立産業技術総合研究所（KISTEC）では、新製品の開発や商品化を目

指す中小企業を対象といたしまして、製品開発の支援や売れる商品づくりを促進するた

めのデザイン支援、知的財産の活用を促進する知的財産支援等の支援を実施しておりま

す。 

また、綾瀬市さんのように画期的な商品開発をした後には、着実な販路開拓というも

のが必要になりますので、「テクニカルショウヨコハマ」、「ビジネスマッチングwith

かながわ８信金」、こうした展示会を通じて販路開拓の場を提供して商品PRが進むよう

に支援してまいりたいと思っております。今後とも各市町村の皆さんや地域の商工会、

商工会議所を通じまして、しっかりと地域の資源を活用した産業振興を支援してまいり

たいと思っております。綾瀬市さんおめでとうございました。 

 

■愛川町 

◎ 地方創生を推進する新たな観光資源の創出について 

（愛川町長） 

  愛川町から個別課題として、２点ほどお願いをさせていただきます。 

  以前、知事にもお越しいただいたことがありますけれども、愛川町には、64万羽を超

える県内最大規模の養鶏場がございます。この組合では、卵の販売のみならず、神奈川

ブランドであります「かながわ鶏」を使用した親子丼、さらには加工品の製造販売など、

独自産業化に取り組んでおり、町内外から多くの皆さんが訪れております。  

組合では、魅力ある産品をさらに充実させて、買い物だけではなく食事や見学、体験

などを組み合わせた新しい施設を今検討しているところでございます。町としても、畜

産振興、さらには観光振興にもつながっていくものと考えておりますので、引き続き、

県の御指導とお力添えをよろしくお願いしたいと思います。 
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  一方では、養鶏業におきまして、鳥インフルエンザという大きなリスクも抱えてござ

います。昨年は、千葉県におきまして、鳥インフルエンザが発生しまして多大な被害が

出ましたけれども、近年の鳥インフルエンザのまん延状況を見ますと、愛川町でもいつ

発生してもおかしくない状況でございますので、万が一、発生した際には、速やかな対

応ができるよう、また、日頃から町と県が協力しながら対策を講じていきたいと考えて

おりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

◎ 残土規制の強化について 

（愛川町長） 

  ２点目でございますけれども、先ほどもお話がありました残土規制の強化についてで

ございます。多くの谷戸が存在し、急峻な起伏のある愛川町では、近年は雨の降り方、

そして熱海の災害からも町民の土砂災害に対する不安は一段と高まってきているのは事

実でございます。そこで、残土の埋め立てにあたって、常時監視が行き届かないところ

もありますので、町の指導だけでは、なかなか厳しいところがございます。国の一元的

な法規制を働きかけていただくようお願いをしたいということでございます。 

 

【県からのコメント】 

◎ 地方創生を推進する新たな観光資源の創出について 

（知事） 

  先日、豚熱が発生して、4,000頭以上の豚を殺処分せざるを得なくなりました。私も現

場を見に行きましたけれども、大変な状況でありました。１頭１頭殺していく作業、そ

してレンダリングと言ってミンチにする。この暑い夏の盛りに県庁からもかなり大勢の

職員が行って、相模原市の皆さんも一緒になって、この非常に辛い作業をしたというこ

とがありました。こういうものは、一回発生すると大変なことになるということをまさ

に実感した次第でありました。昨年、鳥インフルエンザが千葉で次々発生して、当時の

森田知事が本当に嘆いておりましたけれども、これも一旦起きると大変なことになると

いうことをよくわかっているところであります。 

そこで、提案ですが、冬前の然るべき時期に、実際に鳥インフルエンザが発生したと

仮定した訓練をコロナの感染状況を踏まえてではありますけれども、愛川町、その他希

望する市町村があれば、そうしたものを市町村と県、警察、自衛隊などの関係機関に参

加いただきながら実施したいと思っていますけれども、皆さんいかがでしょうか。私か

ら提案させていただきたいと思います。 

 

（愛川町長） 

  ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 

 

（知事） 

  了解いたしました。他の市町村でもそういう御希望があれば、承りますので是非お申

し出ください。 

 

（環境農政局長） 

  神奈川中央養鶏農業協同組合の支援について申し上げたいと思います。 

  愛川町におかれましては、同組合への支援及び直売所の商品を愛川ブランドとして認

定し、地方創生に資する取組として推進していただいておりますことに改めて感謝申し
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上げます。 

中央養鶏農業協同組合の施設整備につきましては、国の事業を活用したGPセンター整

備や、組合員の方々に対しては、鶏卵の価格安定対策、使用規模の拡大、鶏舎内の新ケ

ージシステム導入による畜産環境問題への対応等の支援をこれまで行ってまいりました。 

また、収益向上のため、輸出戦略に対する支援を行うとともに、直売施設についても

関係団体とともに販売戦略の支援を行っているところでございます。直売所のリニュー

アルの施設整備等のための財源確保も含め、計画の内容等を確認し、国の交付金等が活

用できるかといったことの検討も含めて、引き続き、養鶏業の所得の向上について支援

策を講じてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎ 残土規制の強化について 

（県土整備局長） 

  残土規制の強化についてお話がございました。建設発生土の処理は、お話のとおり県

域を超える広域的な課題でございますので、多くの自治体に共通するものであり、必要

な規制や手続きは、全国一律に導入されることが望ましいと考えており、国に対しまし

て、法律の制定を毎年要望をしてきたところでございます。 

また、先月、７月の大雨を受けまして、全国知事会で令和３年７月の大雨からの復旧

を促進するための緊急要望をとりまとめまして、７月20日には黒岩知事から防災担当大

臣に対して、８月４日には国土交通副大臣、環境副大臣に対して直接要望を行っていた

だき、法制化についても改めてお願いをしたところです。今後も法制度の整備に向けて、

引き続き、様々な機会を捉え国に働きかけを行ってまいります。御支援よろしくお願い

いたします。  

 

■清川村 

◎ 水源環境保全再生事業の継続（下水道を含めた支援）について 

（清川村長） 

清川村からは、２点ほど課題として挙げさせていただきます。 

まず、１点目は、かながわ水源環境保全・再生事業の継続と水源地域への新たな支援

についてであります。森林の保全、安定した飲料水の確保など良質な水源を保全してい

くために、水源環境保全再生施策は必要不可欠なものであります。清川村は、宮ヶ瀬湖

を有しており、さらには、相模大堰、寒川取水堰の上流に位置していることからも地域

水源林の保全や再生、水源地域といたしまして水質保全の役割を担うために公共下水道

事業を運営して県民の飲料水となる自然環境の保全に努めているところでもあります。 

しかしながら、村は小規模自治体でもあるほか、本土の90%が森林であります。開発も

制限をされており自主財源の確保が難しく、特にこの公共下水道事業単独で継続するに

は財政負担も大きく、県民の暮らしを支える良質な水を将来にわたって安定的に確保し

ていくためにも、県の支援が必要不可欠となってきております。こういったことから、

水源環境保全・再生事業の継続、そしてその枠組みの中で、新たな下水道への支援も考

えていただきたくお願いいたします。 

 

◎ 自殺対策について 

（清川村長） 

２点目は、自殺対策です。清川村におきまして、県道の橋梁からの飛び込み自殺への

対策が大きな課題となっております。特に、宮ヶ瀬湖周辺の橋梁からの飛び込み自殺が
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この１月から現在までの間、20件ほど発生しております。４月には３日間で５件ほど事

件が発生しております。先日の新聞報道でも、県内では、昨年、３年ぶりに自殺者が増

加したという記事も拝見しました。村でも自殺対策の計画を策定しまして、村の職員、

防犯指導員、県厚木保健福祉事務所、厚木警察署、合同でパトロールを実施しており、

臨床心理士による相談体制の確保も図っているところであります。当然、住民には広報

紙等による普及啓発活動も実施しているところではございますが、この自殺を図る方々

は、全て村外の方々となっており、村としての対策は本当に限界がきております。 

こういった中で、県道への転落防止柵の整備、対策につきましては、オール神奈川で

知事が主導となってこの自殺対策を強力に取り組んでいただきたくお願いするものであ

ります。 

 

【県からのコメント】 

◎ 水源環境保全再生事業の継続（下水道を含めた支援）について 

（環境農政局長） 

清川村におかれましては、地域水源林の整備、水源保全地域の生活排水処理率の向上

などに取り組んでいただいており、改めて感謝を申し上げます。 

地域水源林の整備におきましては、水源環境の保全上、重要で荒廃が懸念される私有

林について、清川村が実施する森林の確保及び整備に対して支援を行ってきております。

現在、策定を進めております「第４期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」で

は、水源環境の保全・再生に直接的な効果が見込まれる地域水源林の整備などの事業に

おきまして、施策大綱に掲げた将来像の達成に向けて着実に推進していきたいと考えて

ございます。 

また、この計画を推進するための水源環境保全税につきましては、一般行政水準を超

える特別対策事業に対して、期限を設けて県民の皆様から御負担いただいているもので

ございますので、お話にありましたような下水道などのメンテナンスといった恒久的に

必要となる維持管理費用の財源に充てるということは現在考えてはおりませんけれども、

施策大綱期間終了後の施策及び財源につきましては、施策大綱に基づく取組の到達状況

や成果等を検証・評価したうえで、市町村の皆様、県議会、県民の皆様等の御意見を伺

いながら検討していきたいと考えてございます。 

 

◎ 自殺対策について 

（健康医療局長） 

自殺対策についてお話をいただきました。宮ヶ瀬湖周辺は自殺のハイリスク地として

認識しておりまして、清川村では、これまでも自殺企図者を未然に防ぐため巡回パトロ

ール、「こころの相談室」の開設、それからゲートキーパーの養成など自殺対策に積極

的に取り組んでいただいていることに深く感謝を申し上げます。令和２年度の自殺者数、

コロナ禍によりまして、現在もなお自殺者が多い深刻な状況にございます。県としても、

これまでの「こころの電話相談」に加えまして、LINE相談開設など拡充を図るとともに

ゲートキーパー養成やうつ病対策にも取り組んでまいりました。 

今後、県では、自殺統計データや相談内容の詳細な分析を行いまして、自殺のリスク

要因等を把握し対策につなげる等、より効果的な自殺対策の推進に向け取り組んでまい

ります。 

また、地域の実情に応じた取組については、こうした分析の結果を共有する等連携し

て進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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（県土整備局長） 

ただいま村長さんから今年も半年間で既に20件発生していると伺いまして、何らかの

対策が必要な状況だと認識しています。宮ヶ瀬で一番長い「虹の大橋」という橋がござ

いますが、ここでは、これまで飛び越えができないようフェンスを高くしたり、有刺鉄

線を張ったりするような対策をとってまいりましたが、なかなか自殺を思いとどまって

いただくまでの効果はなかったようでございます。 

全国的な事例や海外の事例も少し調べてみました。自殺を思いとどまらせるための看

板の設置、心理的に抑止効果があるとされるような青色照明の設置、サンフランシスコ

のゴールデンゲートブリッジでは、橋桁の下にネットを張るなどの対策も試みられてい

ると聞いております。 

自殺しようとされる方にどういった対策が有効か検証することは、なかなか難しいこ

とではありますが、試行錯誤しながらでも進めていく必要がありますので、宮ヶ瀬湖周

辺の橋梁、全部で35橋ございますが、どの橋梁でどういった対策が効果がありそうか、

清川村さん、それから警察にも加わっていただき、まずは現地でよく立ち会って確認を

いたしまして、対策をしっかりと考えていきたいと思っております。 

 

■海老名市 

◎ 県道における道路照明灯及び市道も含めた交通安全施設の設置・充実について 

（海老名市長） 

   ２点ほど、簡単に発言させていただきます。 

   まず、県道における道路照明等の設置について、各自治体が要望しても設置していた

だけないという課題がございますので、よろしくお願いします。 

   ２点目は、厚木市からも御発言がございました交通安全施設、横断歩道や信号など、

危険度の高い箇所の整備を優先していただきますようお願いします。 

 

【県からのコメント】 

（県土整備局長） 

  まず、高齢者の事故対策でございますが、道路を横断しないよう横断防止柵の設置、

歩道でつまずかれることが多いので歩道でつまずかないような段差改善、こういったこ

とを行っておりまして、段差改善につきましては、整備率約７割とかなり進んできてお

ります。引き続き、こういった対策を進めてまいります。 

それから、照明灯のお話でございます。照明灯について、横断歩道のある箇所、交差

点の付近、見通しの悪い曲線部など、交通安全上照らすことが必要な箇所において設置

を進めているところでございます。歩道に設置しないわけではなく、歩道でも歩行者が

多い駅周辺の地区など、そういったところにつきましては、必要性を見極めたうえで設

置をしております。具体的な箇所は、厚木土木事務所東部センターに御相談いただけれ

ば設置が可能かどうか検討してまいりたいと思っております。 

 

（政策局長） 

  警察本部からのコメントを御紹介させていただきます。信号、横断歩道等の交通安全

施設についてのお話をいただきました。これまでも、それぞれの必要性等を見極めて、

補修等を行ってきたところでございますけれども、新設・補修についてはその必要性を

見極めて、適切に設置する。補修についても、単純に警察署への上申順等ではなく、必
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要性をきっちり見極めて優先度の高いものから速やかに対応していきたいというふうに

聞いております。 

 

（５）知事総括 

（知 事） 

   ありがとうございました。このようなコロナ禍であっても、本当は、直接お目にかか

って会を開催したいと思っていたのですが、最近のこの感染激増状態の中では、こうい

うかたちにせざるを得ませんでした。書面開催での実施という話もあったのですが、ウ

ェブであっても、直接顔を見ながら声を交わしたいということで、今日はこのようなか

たちで開催させていただき良かったと思っています。皆様からの切実な思いをしっかり

と受け止めたいというふうに思っています。 

   ワクチン接種は、皆さんに本当に御尽力をいただいております。県としても、しっか

りとバックアップして、きめ細かな連携プレイをしていきたいと思っております。皆様

の声を直接国にも届けながら、ワクチン接種を進めていくということをしっかりと後押

ししていきたい、全力を挙げていきたいと考えているところであります。様々な課題が

あるということをお伺いし、コロナ禍にあってもそれぞれ活性化や様々な対策、個性溢

れる取組をされていることを確認できたことを非常にありがたく思っています。 

   最後の自殺の対策については、驚きました。半年に20人もの方が同じところから自殺

を行っている。日本全国にいわゆる自殺の名所と呼ばれるところがありますよね。そう

いったところでどのような取組をされているのか、その中に効果がある取組があったの

か、そういったことも横展開しながら向き合っていかなければいけない重大な問題だと

考えたところであります。 

   さて、このコロナの状況については、今日も新規感染者の記録を更新しそうといった

非常に厳しい状況でありまして、今はまだピークが見えないというのが正直なところで

あります。 

ただ、神奈川県の場合にも７月22日から神奈川版緊急事態宣言というのを行っている

わけであります。東京都は、もっと前から緊急事態宣言をしていたわけですね。そして、

お酒の提供もなし、20時までの営業、これを徹底してやっている。このような抑制策を

すると、大体２週間経ってから効果が現れるということで、我々も期待をしていたので

すが、現状としては全く効果が見えない激増状態であり、あの規制をかけていなかった

らもっと激増していたかもしれないという状況であります。 

その中で、これまで神奈川県とコロナとの戦いの中においては、次々神奈川独自のア

イデアを出して、「神奈川モデル」といったものを次々と打ち出して、全国展開すると

いう流れを作って最先端でやってきたわけでありますけれども、それでもこの感染者激

増状態に立ち向かわなければいけない非常に厳しい状況であります。その中で、先週の

金曜日に、阿南統括官を中心として現状分析等の話をしました。その時に阿南統括官が

大変厳しい危機感といったものを打ち出されて、我々も身の引き締まる思いがしたわけ

でありまして、それを受けて直ちに月曜日に対策本部会議を開くことに決めたわけであ

ります。 

その中で、この危機感といったものは県内全域で共有する必要があるだろうというこ

とで、思いつきみたいになって申し訳なかったのですが、急遽、ウェブでつないででき

ないかといったことを申し上げたわけでございます。金曜日に言って月曜日いきなり今

日のように開催するというのは、技術的に無理だということでありましたので、どのよ

うなかたちで開催できるかという中で、ウェブ中継を見ていただいて、御意見がある方
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は電話で参加していただくということで、月曜日の対策本部会議を全市町村、市町村長

の皆さんにも観ていただくというかたちをとりました。 

こういったことは、これからもしっかりとやっていきたいと思っています。我々だけ

で危機意識を持つのではなく、みんな同時に立ち向かっていかなければいけないという

中で、こういったウェブを使ったオンラインのかたちで機動的に皆様としっかりと情報

共有しながら、皆様の思いがタイムリーにすぐに私たちの耳に届く、それに対して私た

ちはすぐに応える、そんなかたちを皆様と一緒に作っていきたいと思いますので、これ

からもよろしくお願いいたします。今日は、お付き合いいただきましてありがとうござ

いました。 

 

以上 


