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平成27年4月の選挙で4期目の当選を果たさせていただい
てから、早や2年。4年任期の折り返し点を走っているところで
す。皆さまの日頃のご支援に心から感謝申し上げます。
この2年
間、総務政策常任委員会に所属し、税財政や地方創生、科学
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技術、ヘルスケア等について議論を進める一方、2度にわたる
代表質問では、福祉、教育、文化芸術、労働、防災、医療、動物
愛護と多岐にわたるテーマを取り上げました。
ここでは今回の
代表質問の一部をご紹介いたします。

軽度障がいの
高校生に
子どもの貧困対策。
県の体制が充実。 通級指導。
2月16日、神奈川県議会本会議で代表質問に立ち、県政の重要課題について知事
や教育長、警察本部長の考えを質しました。
（質問の全文と答弁の要旨は、
おのでら
慎一郎ホームページhttp://www.onodera-s.comでお読みいただけます）

昨年２月の代表質問。
県による子どもの貧困対

発達障がい等、
比較的軽度の障がいのある児

策は、
部局間でバラツキがあり指揮系統が不明確

童・生徒が、
大部分の授業を通常の学級で受け

であると指摘。
私の質問を受けて、
県は「子どもみら

ながら、
一部の授業について障がいに応じた個別

い担当局長」
（県民局長が兼任）
を置くとともに、
貧

の指導を別の教室で受ける
「通級指導」。
平成30

困をはじめとする子どもや青少年を取り巻く今日的

年度から、
現在の小中学校での実施に加え、
高校

な課題に対応する
「子ども・青少年みらい本部」を

における通級指導が国により制度化されることと

新設しました。

なったことから、
神奈川県でも、
早急に導入を検討

今回の質問では、
部局間の連携を進めるため

すべきであると指摘しました。

にも、
推進体制の強化が必要と訴えました。
黒岩知

教育長は、
29年度、
通級指導を行う県立高校

事は、
29年度から子どもみらい担当局長を専任化

を複数校指定し、
30年度の円滑な導入に向けて

するほか、
子どもの貧困対策を中心に担う
「子ども

準備を進めていくと答弁しました。

支援課」を新設し、企画・立案・調整を行う組織
体制を強化すると答弁しました。

女性の貧困の、
課題をあぶり出す。
相対的貧困とは、簡単に言えば、国民の平均
的所得の半分以下での生活を強いられている状

「可視化」
と、
複雑な背景に対応する多面的な政
策が必要と訴えてきました。

介護ロボットの
普及を加速。
公明党県議団は平
成 2 1 年から、介 護ロ

知事は、
29年度改定予定の「かながわ男女共

ボットの普及促進に力

わが国では、20歳から64歳までの勤労世代に

同参画推進プラン」で、
困難を抱える女性に対す

を入れてきました。県も

おいては、未婚の子と暮らす母親や単身女性の

る支援を新たな重点課題とするとともに、
男女の生

全国をリードする取組

およそ３人に１人が相対的貧困状態にあり、
これ

活や意識における偏りや格差を明らかにする
「ジェ

みを進めてきましたが、

は、
女性が不安定かつ低賃金の就労に甘んじな

ンダー統計」
を推進していくと答弁しました。

態のこと。

ロボット産業特区内の企業が
開発したパワーアシストハンド

「どうすれば必要としている人が使えるようになるの

ければならない、
わが国の実情を反映しています。

か」
「どのような人に、
どのようなロボットを使って、
ど

また、
男性と比べ就労期間が短く、賃金も低い女

のような効果があったのか」
という情報が介護や生

性は概して低年金であり、
65歳以上の単身女性

活の現場に届いていません。

の貧困率は約５割と極めて高くなっています。
わが国に根強い男女間格差や性別による役割

知事は、
来年度から
「介護ロボット導入相談セ
ンター」を設置して事業者のニーズに応えるほか、

分担意識、
また、
性暴力やＤＶ、
虐待、
いじめなどに

神奈川リハビリテーション病院にもリハビリロボットの

よって精神に大きなダメージを受けたり、何らかの

専門的な相談窓口を設けていくことや、
ロボット政

障害があって家族や社会から孤立してしまってい

策を掲載している県のホームページに、
事業所で

る人も少なくないことが、
女性の貧困を見えにくいも

の導入効果をわかりやすく掲載するなど、
ポータル

のにしています。
したがって、
その対策には、
貧困の

サイ
トとして充実させると答弁しました。

神奈川の誇り、
科学技術を後押し。
本年４月、
神奈川科学技術アカデミー
（ＫＡＳＴ）
と産業技術センター
が統合され、
新たに産業技術総合研究所（産技総研）
がスタートします。
ノーベル財団主催のシンポジウムに今年、
日本から招かれる二人はともに
ＫＡＳＴに関係した研究者であるなど、
世界で通用する研究ブランドをしっ
かりと継承すべきであると一貫して訴えてきました。
知事は、
産技総研の中期目標の第一番目に「研究開発」を位置づ
け、
新たな研究プロジェクトとして腸内細菌の解析により生活習慣病の
発症メカニズムを解明する研究を加えることや、
機能性食品の効果効能
について新たな評価法を開発し、
信頼性の高い製品・商品の市場を形
成することにより、
県内企業の競争力強化を図ることなどを表明しました。
私 が 実 行 委 員 長 を 務 めた
第6回かながわ未来フォー
ラム︒ＫＡＳ Ｔが取 組む 世
界初の技術﹁ソフトロボティ
クス﹂
を紹介しました︒

「健康経営」で
生産性を向上。
神奈川県が進めるＣＨＯ
（健康管理最高責任者）構想。
長時間労働
の軽減などにより、
労働生産性や健康満足度を向上させる一方、
医療コ

あらゆる災害に
対応する訓練施設。
災害が多様化、
大規模化する中で、
様々な自然災害に対応する訓練
施設が必要になっています。
知事は昨年、
公明党の一般質問に対し、
消
防学校の機能充実の検討を「ディザスターシティ」※を参考に進めると
答弁しており、
その後の進捗を尋ねました。
知事は、
「かながわ消防」の実践的トレーニングセンターとして、
さまざま
なケースを想定した倒壊家屋や、
水没あるいは大量の土砂が流入した
建物、
水没車両などを再現するとともに、
人命探索ロボットの実証研究な
ども行うと答弁。
総面積は8.1ヘクタール、
東京
ドーム1.7個分で、国内最大級の施設として、
29年度に誕生します。

ストを縮減し、
企業価値を高めるという戦略です。
特に、
中小企業の働き
方改革を進める上で有効な手段だと考えています。
知事は、
「マイＭＥ−ＢＹＯカルテ」※を活用して、
健診データに基づい
た効果的な健康づくりを県内中小企業に普及させるとともに、
さまざまな
業界団体に医師などの専門家を派遣し、
職場や働き方によって異なる課
題に応じたアドバイスや情報提供を行っていくと答弁しました。
※マイＭＥ̶ＢＹＯカルテとは？：個人のお薬情報や健康情報等をパソコンやス
マートフォンを通じて閲覧できるアプリケーション。
さまざまな健康情報等を一覧
にして
「見える化」
する。
その情報を、心身の状態の維持・改善に活用できる。
（登録
無料）

犬猫の殺処分ゼロ
継続のために。

※ディザスターシティとは？：
市街地の災害現場をリアル
に再現した、
アメリカの大規
模な常設の訓練施設。消防
など専門機関の実践的な訓
練等に活用されている。

老朽化した警察宿舎は
整理統合。
現代のライフスタイルに合っていない手狭な宿舎は、
入居率が年々低
下し、
いわゆる歯抜け状態が長く続いたため、
設備に不具合が生じ、
家

現 在の県 動 物 保 護セン

族向けの宿舎約1,300戸のうち、
すでに380戸ほどが使用不能になってい

ターでは空調のない檻の中

ます。
空き家だらけとなった宿舎は、
近隣住民に不安を与え、
まちづくりの

で複数の犬が一緒に飼育さ

障害になることもあります。

れたり、
他のセンターでは毎日

警察本部長の答弁には、
老朽化して入居率の低い宿舎を統廃合し

行われている散歩がおよそ週

ながら、
民間資本を活用したＰＰＰ

に１度だったり、動物福祉の

方式で新しい宿舎を整備していくと

観点から課題があります。
ま

ありましたが、
完了までには長い年月

た、
殺処分ゼロの継続には、
ボランティアの方々の懸命な活動が不可欠

を要します。
近隣地域のことを考える

なことから、
さらなる支援が必要と訴えました。

と、
そうした新築整備とは別に、
老朽

知事は、
新たに建替えるセンターではさまざまな課題は解決されるもの
の、
それまでもボランティアの皆さんの意見を参考に環境改善に努めていく
ことや、
犬や猫をボランティアの方に譲渡する前にワクチン接種を済ませる
ことで、
その後の経済的負担を軽減すると答弁。
私はさらに、
10匹以上の
多頭飼育を届出制にする条例の必要性を訴えました。

宿舎の整理統合を進めていくべき
と考え、
その必要性を訴えました。
旭区白根にある警察宿舎。独身寮はほぼ満室ですが、家族向けの居室は空室が ▲
目立ちます。入居者のためにも整理統合を急ぐ必要があります。
周辺地域と一体
的な整備が図られれば、地域住民の生活環境の向上にも寄与するでしょう。
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