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京浜臨海部特区では2016
年までに5,034億円の経済効
果を生み出すものと試算してお

り、20年後には14兆円と見込まれています。昨
秋来の県議会で自民党から同特区への取り組
みについての質問が出され、黒岩知事は「京浜
臨海部特区と、多摩川を挟んで隣接し、外国企
業を誘致することを目指している東京のアジア
ヘッドクオーター特区が連携しながら相乗効
果を高めることはきわめて効果的」「新たな区
域拡大を図っていきたい」旨の答弁をしていま
す。私も「県民、国民の健康にかかわる県内の
２つの特区」に関心を寄せ、注視していきたい
と思います。
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神奈川県で２つの経済特区
経済成長けん引や地域活性化期待

磯っ子レポートの紙面が新しくなりました。
これからも県政を分かりやすく地域の皆さんにお知らせしていきます。

 京浜臨海部特区
　目標を「グローバル企業による革新的医薬品・医療機器の開発・製造と健康関連産業の創出」としています。羽
田空港に臨む４０㌶のトラック生産工場跡地を利用した殿町（川崎市川崎区）、横浜市鶴見区の末広、同中心部
のみなとみらい、同南部の福浦の４つの区域から成っています。京浜臨海部は、100年にわたって日本経済の推進
役を務め、技術革新を積み重ねてきた京浜工業地帯がベースとなっており、同特区にはポリオ根絶に取り組む動
物実験中央研究所、iＰＳ細胞技術を活用した再生医療の臨床前研究に取り組んでいる慶応大教授らの研究
チームの拠点施設、理化学研究所横浜研究所、アミノ酸の
研究で知られる味の素などの研究開発施設が多数集積し
ており、国立医薬品食品衛生研究所の移転、世界最大の医
療・健康企業のジョンソン＆ジョンソンが進出し充実化が進
んでいます。県は先端科学技術分野の研究開発と産業振
興の融和に取り組んできた神奈川科学技術アカデミー（川
崎市高津区）の関連施設を殿町に新設するなど、同アカデ
ミーを特区事業に大いに活用していくことにしています。

 さがみロボット特区

　生活支援ロボットの実用化や普及を図り、実証環境を充
実させるために関連企業の集積を進め、高齢化社会での介
護負担増対策、災害時の捜索など県民の安心・安全に資
することを旨としています。

　国は「経済成長戦略の実現と地域主権改革の突破口に」と、平成２３（２０１１）年度、総合特区制度
をスタートさせました。国が指定した区域で、先駆的な取り組み、国と地域による集中、集積的な政策
展開を推し進めるなかで、牽引役を担ってもらおうというもので、神奈川県内では横浜、川崎両市と
県による「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略特区」が２３年１２月、さがみ縦貫道路沿線地域
等の９市２町（相模原市、藤沢市など）による「さがみロボット産業特区」が２５年１月に指定を受けま
した。いずれの特区でも「規制」「税制」「財政」「金融」面で特例・支援措置を受けられ、「国と地方の
協議会」を通じ、地域ニーズに応じた運用を図れるなどの利点があります。
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神奈川県内の在日米軍基地
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中国での新型インフルエンザの流行を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法が4月
13日に施行されました。新型インフルエンザの流行により緊急事態が宣言された場合、都
道府県知事による住民への外出自粛が可能になるなどの規定が盛り込まれています。国内
では発生していませんが「うがい・手洗い」に心がけましょう。

　４月初旬、県議会の自民党有志で、キャンプ座間（座間市、相模原市）と厚木海軍飛行場（大和市、綾瀬市、
海老名市）の在日米軍基地２カ所を視察してきました。在日米海軍の司令部が置かれ、米第７艦隊等の支援を
行い、原子力空母の母港となっている横須賀海軍施設と密接な厚木基地は、空母艦載機などの整備、補給、
支援を行っています。キャンプ座間は在日米陸軍と陸軍第１軍団の司令部が置かれており、両基地とも自衛
隊と共同使用しています。初の基地視察で感じたのは、人口が密集する市街地に、広大でしかも拠点となる
基地が同居している不自然な光景でした。　今日の在日米軍基地は、先の戦争で日本が米国主体の連合国に無条件降伏し、旧日本帝国軍隊の施設が
米軍に接収されたことに始まり、1960年に結ばれた新しい日米安保条約の地位協定の規定（米軍が日本防
衛に義務を負う見返りに基地、資金などさまざまな特権を提供する）を根拠としています。全国に132カ所あ
り、面積は合計約10万2709ha(東京都の半分弱)に上ります(平成25年1月1日現在)。米軍基地数が多い
都道府県は①沖縄 ②北海道 ③神奈川、面積の広さから見ると本県は全国11番目ですが、米軍の枢要な基
地があり神奈川は沖縄とともに〝基地県〟といえるでしょう。

神奈川の基地は、平和条約が発効し、日本に主権が戻った1952年時点で１６２カ所・約３５８６haでしたが、今春時点では１４カ所・約２０８４haに縮小しています。広いのは厚木基地（約５０７ha）、池子住宅地区および海軍補助施設（約２８８ha）、上瀬谷通信施設（約242ha）などで、横須賀海軍施
設やキャンプ座間は
いずれも２４０ha弱
です。最も近くに全面返還されたのは横浜市の富岡倉庫地区（2009年、約2.９ha）。日米で返還が合意されているのは横浜市内の４カ所（上瀬谷通信施設、深谷通信所、根岸住宅地区など）の全面、相模総合補給廠とキャンプ座間のそれぞれ一部。厚木基地では、2014年までに空母艦載機59機を岩国飛行場に移転させる計画について国が３年遅れとなる見通しを示し、県や地元などが延期しないよう要請しています。また地元民から離着陸訓練などによる航空機騒音への苦情が多いため、国は国内の離島を念頭に訓練地の移転先の選定作業を進めています。

子 県県県県

神奈川県内の米軍基地返還進む一方で拠点機能担う

在日米軍基地は、時代の情
勢、米国の方針、米軍の再編、

日本の事情などによって姿を変えています。東日本大震災の際、米軍が行った“トモダチ作戦”では厚木基地やキャンプ座間も救援活動に活用され、昨年9月に大規模災害を想定した救急医療訓練では米軍が参加するなど災害時の相互支援の役割も担っています。一方で自治体、住民など地元の声をより大事にし、市民一人ひとりが基地問題を身近な問題として考えられるよう情報提供を充実させるべき時代にきていることを感じさせられました。
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風疹が流行しており、特に予防接種を受けていない、もしくは１回しか接種していない世代

（20代以上の、特に男性）が多く発症しています。妊娠初期、風しんにかかると先天性心疾

患、難聴などをもったお子さんが生まれることがあります。県内市町村ではワクチン予防接

種の助成を行っていますので是非積極的に接種をお願いします。

　人類にとって食料や水とともに欠かすことが出来ないのがエネル

ギーです。産業の発展に連れますます重要になっていますが、日本は

「資源小国」「消費大国」「省エネ先進国」。一次エネルギーと言われる

石油、石炭、天然ガスなどの資源のほとんどは海外からの輸入に頼っ

ており、自給率は４％（原発を除く）。２０１０年の世界の一次エネルギー

の消費量は１２１．５億㌧（石油換算）ですが日本は中国、米国などに次

ぐ第５位の消費国です。１９７０年代の２度の石油ショックにより省エネ

が飛躍的に進みましたが、さらに地球環境への負荷が少なく利用効率

のいいエネルギーが求められています。そこで次世代エネルギーとし

て最有望視されているのが水素エネルギーです。

　これは水素が燃焼し、空気中の酸素と反応する際に発生するエネルギーです。水素は火力などを使い、

水や石油などを分解して取り出さなくてはなりませんが、水素が酸化され生ずるのは水のみでクリーン。水

素エネを利用する家庭用燃料電池（エネファーム）では発電した７０～９０％が使え（従来型では３０～４

０％）、この際発する熱も利用できます。日本では１９９０年代から燃料電池自動車の開発が進められ、その

後、電機メーカーも家庭用燃料電池の開発に乗り出しました。燃料電池の利用は２０１１年６月の国のエネ

ルギー基本計画の見直し、同年９月の神奈川県のスマート

エネルギー構想に取り入れられ、普及拡大への取り組み

が進められています。
　県内では昨年９月、エネルギー関連・車の民間企業、学識

者、県職員が参加する「水素エネルギー社会を目指す勉強

会」が設置され、会合を重ねています。燃料電池車の販売

開始が２０１５年に見込まれており、このためのインフラ整

備が４大都市圏を中心に進んでいますが、今年４月には業

者が海老名市に全国初となるガソリンスタンドと一体型の

水素ステーションを開所させました。県では今年度予算に、

同車普及事業費（約１０００万円）を盛り込みさまざまな啓発

イベントに乗り出しています。また住宅用のスマートエネル

ギー設備の導入希望者への費用の補助制度もスタートさ

せました。いよいよ本格的な取り組みが始まった感じです。

子 県県県県水素エネルギー社会に向けた取り組み

神奈川県でも今年度から本格化

エネルギー問題といいま
すと勢い、風力など再生可

能エネルギーの動向、米国でシェール

ガスの採取ＯＫ、日本沿岸の海底からメ

タンハイドレードの試験採取に成功な

ど将来の話題にいきがちですが、利用

が近々に迫る燃料電池への国民の関

心・理解を、業界や行政がもっと喚起す

べきだと思います。
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九州大学水素エネルギー
国際研究センターの水素ステーション

　神奈川県は、全国を上回るスピードで高齢化が進んでいますが、長寿は人間の永遠の願いであることを考えれば、
長寿命化、高齢化自体は医療の進歩であり決して悪いことではありません。高齢化社会に対し社会の仕組みが対応
出来てないことが問題です。国も県も高齢化社会への対応を進めていますが、地域社会での仕組みづくりがなければ
豊かな少子高齢化社会は作れません。これから老いを迎える若い世代の皆さんから高齢者の皆さんまで幅広い世代
の方々と意見交換を進めながら、地域社会での仕組みづくりを考えていきたいと思います。また、少子高齢化が進み
生産年齢人口が減る中今後は女性の活力が必要となります。平成27年4月に子ども子育て新制度がスタートします
が、地域の子育て支援のためにも新制度に対する課題を解消していきたいと思います。

社会の仕組みづくりがポイント 少子高齢化と女性活力への対策

京浜臨海部特区では2016年までに5,034億円の経済効果を生み出す
ものと試算しており、20年後には14兆円と見込まれています。昨秋来の
県議会で自民党から同特区への取り組みについての質問が出され、黒
岩知事は「京浜臨海部特区と、多摩川を挟んで隣接し、外国企業を誘致
することを目指している東京のアジアヘッドクオーター特区が連携しな
がら相乗効果を高めることはきわめて効果的」「新たな区域拡大を図っ
ていきたい」旨の答弁をしています。私も「県民、国民の健康にかかわる
県内の２つの特区」に関心を寄せ、注視していきたいと思います。

2013年 4月号（Vol.34）
神奈川県で２つの経済特区
経済成長けん引や地域活性化期待

何れの計画も県民が健やかに安心して暮らせる社会づくりや生活の質
向上・維持に役立つものとしてまいります。また、これらの計画は国の指
針に従い策定していますが、地方分権という観点からも計画の統合化を
図るなど県独自の計画制度を検討していく必要があると考えます。

2013年 2月号（Vol.32）
神奈川県保健医療に関する計画の改定・策定について

在日米軍基地は、時代の情勢、米国の方針、米軍の再編、日本の事情
などによって姿を変えています。東日本大震災の際、米軍が行った“ト
モダチ作戦”では厚木基地やキャンプ座間も救援活動に活用され、昨
年9月に大規模災害を想定した救急医療訓練では米軍が参加するな
ど災害時の相互支援の役割も担っています。一方で自治体、住民など
地元の声をより大事にし、市民一人ひとりが基地問題を身近な問題と
して考えられるよう情報提供を充実させるべき時代にきていることを
感じさせられました。

2013年 5月号（Vol.35）
神奈川県内の米軍基地
返還進む一方で拠点機能担う

今後本県でも高齢化が進み義務的経費がますます増える中県債の発
行を抑えるためにも、県民のサービスを維持しながらも無駄を省いて
いくことと共に、県内の経済を回復させ県税による歳入を増やしてい
く必要があります。

2013年 3月号（Vol.33）
平成 25 年度予算案編成される

エネルギー問題といいますと勢い、風力など再生可能エネルギーの動
向、米国でシェールガスの採取ＯＫ、日本沿岸の海底からメタンハイド
レードの試験採取に成功など将来の話題にいきがちですが、利用が
近々に迫る燃料電池への国民の関心・理解を、業界や行政がもっと喚
起すべきだと思います。

2013年 6月号（Vol.36）
水素エネルギー社会に向けた取り組み
神奈川県でも今年度から本格化

この1年間に発行しました「磯っ子レポート」をまとめました。



●昭和43年3月8日　横浜市磯子区生まれ
●横浜雙葉小・中・高等学校卒業
●明治学院大学社会学部社会福祉学科卒業
●日商岩井㈱ / ㈱メタルワン

●自民党かながわ政治大学12期生
●平成23年4月　県議会議員初当選
●厚生常任委員/社会問題対策特別委員
●自民党神奈川県議団副団長

あらい絹世
プロフィール

201４年1月号「vol. 4３」

あらい絹世に対するご意見・ご感想・ご要望・メッセージをお寄せ下さい FAX 045-761-7451
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子ども達も夏休みとなりました。神奈川県では子どもたちが参加できる
様々な体験活動を実施しています。夏休みの宿題にもお役立て下さい。
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/wakuwaku/

　今各地域では夏祭りがたけなわです。人々の暮らしに潤いを与え、充実した生活の一翼を担うのが地域で行わ
れる行事や人々の結びつきです。日本の社会は今日、自助、公助中心の時代から共助中心の時代へと変容してい
ますが、ここでは人々の支え合いをどのようにつくり、これを背骨とした地域をどうつくっていくかがポイントとな
ります。そこで郷土磯子について住民のみなさんがどう思い、何に関心を持ち、どんな問題を抱えているか、声を
聴いてみました。役所などのように手間をかけ大がかりな調査、分析を行うことはできませんが、具体的な事例を
書き込んでもらう項目に力を入れ、出来るだけ突っ込んだものにすることを特色としました。

【調査方法】６～７月の２カ月、磯子区内の約１６０人を対象に調査用紙を配り、約80人から回答をいただきました。
町内会・自治会長さんを中心とした４０代以上の方々で男性6割、女性４割です。調査項目は性別、年代、住んでい
る地域、居住年数、磯子は住みやすい所か、と「地域での悩み・困っていること・それへの取り組み」「より住みよい
所にするため行政に求めること」を複数回答で記述していただきました。

【調査結果】①「磯子区は住みやすい所だと思いますか？」には
「どちらかというと」を加えると９０％の人が「住みやすい」と答
えています。
②「悩み・困っていること」では７８件の記述回答をいただきま
した。最も多かったのは「不法投棄、分別などごみ出しのマナー
が悪い。特に若者・賃貸住宅・外国人世帯」で22件。次に多
かったのは「高齢者の独り暮らし・同夫妻の世帯が増え、防犯・
災害時の避難救出に不安がある」が17件。3番目が「地域の活
動・行事等に無関心」７件。
③「行政への注文」は２９件あり、「自治会・町内会の役員の引き
受け手がなくなる一方、役所からの依頼業務が増えている」
「役所の縦割りの影響を受けているが町内会・自治会サイドで
これらを調整するのは困難」「住民は何かをしてもらうのかで
なく、何ができるのかの視点から、役所は住民を地域社会に組
み込む体制をつくり上げてほしい」などの声が寄せられました。
④数年前から住民が要望している磯子警察署前の狭い歩道
（幅2㍍未満）について警察では「広げるには警察の駐車場を
削ることになる。この分横浜市有地を取得して代替させたい。
現在横浜市と調整中」としています。

子 県県県県

関心大きい「高齢化」や「ごみ出しマナー」問題
磯子区内の地域の声を聴いてみました

今回の調査結果で感じ
たのは、地域での問題は

みなさんがよく話し合い、理解しあえ
るよう「地域の絆」が重要と考えます。
聞くところによると、東日本大震災で
被害を受けた地域の中で復興が進ん
でいるのは自治会などの地域活動が
活発な地域だと言うことです。災害な
どに備えて日頃からの地域活動に参
加することが重要と考えます。8月は
地域での夏祭りも行われますので、
夏祭りに参加することから始めるの
も良いかもしれません。
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　人々が健康を保つには「栄養」「運動」「睡眠」をしっかり取ることが大切だと言われます。しかし人類は今日、栄養

過多の一方、運動不足で肥満に悩まされるようになりました。日本は４人に１人が６５歳以上で、介護に支えられて生

活をしている人も少なくない（２０１２年度の介護保険利用者約５４３万人）という事情もあって健康の問題はより深

刻です。このため行政機関でも「運動に親しんでもらうなかで、人々の健康づくりを推進していこう」とさまざまな施

策を進めています。

　国と市町村の間にある都道府県でもその特殊性を活かした取り組みを進めていますが、神奈川県では広域自治

体として、市町村を結んだネットワーク活動を推進するとともに、独自に考案した「運動を暮らしの中に取り入れ、日

常化してもらう」ための「３０３３運動」と「このきっかけづくりをしてもらう」ための「県民スポーツ週間」を柱に据えた

施策を展開しています。またオリンピックと神奈川県のかかわりですが１９６４年の東京オリンピックではバレー、

サッカー、ヨット、カヌーの４種目が県内の施設で行われました。２０２０年の東京大会に向けては、知事から、県庁内

に関係する部署の横断的な組織をつくるところから始めたい意向が示されています。

【市町村とのネットワーク事業】①県の主催で１９４７年から毎年、「市町村対抗かながわ駅伝大会」が開かれてい

る。全国的にも先駆けの事業 ②国の方針に沿い県と県立体育センターが、各市町村で種目や年齢などの壁を取

り払った総合地域スポーツクラブが設置されるよう応援してい

る。現在２５市町村で７５クラブが設けられている ③市町村で

は設置しにくい競技人口の少ない競技の施設を設けている

（射撃場、カヌー場など）
【３０３３運動】運動やスポーツを１日３０
分、週３回、３カ月間継続して行うことで、
それらを生活の一部として習慣化しよう
という内容。ウオーキング、体操など気軽
に取り組める運動でＯＫ。

【県民スポーツ週間】毎年、体育の日の前後２週間に体験教室な

ど県民参加型の各種のスポーツ行事を開催。昨年は約４０万人が

参加。今年は１０月５日～２０日。内容などの問い合わせは県教育委

員会のスポーツ課（電話０４５―２１０―８３７８）へ。

子 県県県県

「３０３３運動」と「県民スポーツ週間」柱に推進
神奈川県の「運動に親しんでもらう」事業

「県民の体力・スポーツに関する調査」で「運動不足
を感じている」と答えた人が８５・３％に
上っています。健康寿命を延ばすために
も運動やスポーツをくらしの一部として
習慣化していくことが必要です。例えば
駅や企業の階段蹴上げ部分に3033運
動の標語を貼って貰い、3033運動を日
常生活に取り入れる取り組みを進める
べきです。　１０月は地区連合町内会単位で「健民祭（運動会）」が開催されます。運動

を通して子どもから高齢者まで、地域の皆さんが一緒になって交流し連携で

きますので、ぜひ地域の「健民祭」に参加されてみては？！
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来年度からの新しい文化芸術振興計画を策定中
「マグカル」ベースに推進中の神奈川県の文化行政

県内には長い間受け継
がれた伝統文化が数多く

残っていますが、県内の歴史を理解する
上で重要なものであり、新たな文化を創
造する役割も果たします。県内の文化を
保護するには県民の関心が重要であり、
学校や地域において文化財の体験や学
習する機会を図り保護への意識を高め、
そして未来につなげていくことが必要と
考えます。

　老朽化が進んでいる「神奈川の塔」の改修整備を行うため県民の皆さんから寄付
を募っています。（詳細は神奈川県HPをご覧下さい。）
　「神奈川の塔」とは？沖縄をはじめ南方諸地域で亡くなられた神奈川県関係者の
方々を追悼し世界平和を願うため、昭和40年11月に沖縄県糸満市に建立しました。

　芸術の秋。そして１１月３日は文化の日。学問、芸術、道徳、ふるまい、習慣など人間の精神の働きによって作り出さ
れた文化は今大きく見直されています。世界では文化力の影響が格段に増し、アジアでは似通ったライフスタイル
を楽しむ都市中間層が拡大する中で、テレビドラマやアニメなど「共通文化」という現象も出てきました。和食、サブ
カルチャーなど和、簡潔さや繊細さを重んじる日本文化は世界でもてはやされています。同一性と同時に異質性（違
い）が認められるところが文化の素晴らしいところで、この結果、地域の特性も尊重されています。こうした中で神
奈川県では２０１２年度から「文化芸術の持つ『人を引き付ける力』を活用して街の
にぎわいを創出する『マグネット・カルチャー（マグカル）』事業」をベースに文化行
政を展開しています。神奈川の文化行政を概観してみると―。

【文化行政先進県】県立近代美術館（１９５１年設置）、県立音楽堂（１９５４年設置）
は全国初の公立の近美館、音楽ホール。１９５２年から続く神奈川文化賞は全国で
も古い顕彰制度。

【神奈川県の文化行政のベース】湘南の海や丹沢の山、鎌倉の武家文化、近代西
洋文明の取り入れ口となった横浜港、保養地・箱根、京浜工業
地帯など多種多様な文化遺産を活用して地域のにぎわいづく
りを進めていこうという「マグカル」事業に置いている。今春か
ら官民、各地域のイベント情報をまとめて一元的に提供する
ホームページを立ち上げた。

【かながわ文化芸術振興計画】総合的・長期的な目標・方向性
を定めたもので２００９年３月に策定。それを改定し２０１４～２
０１８年度を対象とする新しいものを策定する。県は１０月末か
ら１１月末まで県民に改定素案を示し、意見を募集。来年３月に
決定する。問い合わせは文化課TEL０４５－２１０－３８０４へ。

【国際連携】劇場の国際的な連携を進める試みに乗り出す。
今年度中に連携劇場を選び、公表する。

神 奈 川 の 塔
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梅雨入りし、蒸し暑い日が続いています。熱中症発生数が過去最多とも言われ

ています。熱中症を予防して元気な夏！【熱中症予防のポイント】室温が２８℃を

超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう▽こまめに水分補給を

する▽外出の際は体を締め付けない涼しい服装で、日よけ対策も！

　すしなど日本食が世界中で人気を呼んでおり、国では「日本の食文化」を今年中にユネスコの世界無形文化遺

産に登録することを目指しています。一方、和食には、味わいがしっかりした海外ワインより日本産のワインが合う

といいます。地域では特産品など地域の特性に合わせた食材がつくられており、神奈川県にも三浦ダイコンなど

特産のブランド品があります。県内では８７品の農林水産物がブランド品として登録されていますが、このうち野

菜６品種８品目を「地産地消の牽引役とすることが出来るブランドの顔」として県などが育成推進に取り組んでい

ます。この中には日本で初めてサラダ用、生で食べられる野菜として開発されたタマネギ「湘南レッド」、今春、開発

されたばかりのトマト「湘南ポモロン」などが含まれています。そのプロフィールは―。
【湘南ポモロン】果実の大きさ約８０ｇ、長円筒形のトマト。生食・加熱調理どちらもお

いしく食べられる。リコペン量が一般の大玉トマトの１・５倍以上。レッドとゴールドの２

品目がある。
【サラダ紫】収穫後、そのままサラダで食べられるナス。巾着型で果肉は極めて多汁

質。ジューシー。生で食べた時の触感は最高。【湘南一本】１９６０年神奈川で育成したネギ「湘南」を改良したもの。生産しやすく、食感は甘く柔らか。鍋物やすき

焼きなどに適したネギ。【さがみグリーン】カラシナの一種で新しいタイプの漬け菜。伊勢原のカラシナ品種「大山菜」とタカナを交配して

１９９５年に開発。葉はホウレンソウのように柔らかく、味にクセが少ない。

【湘南レッド】赤タマネギの代名詞となっている品。甘みと水分に富む生食用赤タマネギ。収穫期が６月上旬ごろで、１９９３年には５月上旬に収穫できる改良種「早生湘南レッド」が開発され、２品目となっている。
【神農総研１号】従来県内で栽培されていた品種から選抜育種し、１９９１年に育成されたやや粘質で食味が良く、収量性の高いサトイモ品種。
芋の肉色が白く、煮崩れしにくく、味が良い。
　これらは県内１５カ所の農産物大型直売センターで扱っています。  
問い合わせは県農業技術センター（TEL.０４６３-５８-０３３３）へ。

子 県県県県

神奈川のブランド品の顔を目指し「湘南ポモロン」など野菜６品種を育成

「地方の時代や地域おこし」がしきりに言われていますが、これらはグローバル化で国や社会の自立がより必要となり、成熟社会を迎えた日本社会で多様化、個性化が進むことになったことと関係があるようです。「時代の流れに沿ったもの」としてしっかり取り組まなければならないテーマだと思います。
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神奈川県による全国初の受動
喫煙

防止条例施行3年後の見直し
進む

受動喫煙防止条例により

喫煙する方も分煙や公共

施設での禁煙などの理解が
高まってい

ます。しかし、県民調査による
と条例の内

容を知っている神奈川県民
は46％であ

り、今後は条例の普及啓発
活動をもっと

行っていく必要があると考え
ます。また、

観光施策を進める神奈川県
では観光に

訪れる他県の方にもこの条
例の内容を

知って貰う必要があると思い
ます。

　来年の「磯子七福神めぐり
」は、１月１２日（日）開催。

詳細は磯子区役所地域振興
課へお尋ね下さい。ＴＥＬ（７５

０）２３９１

＜磯子七福神＞金蔵院（弁
財天）/真照寺（毘沙門天）/

密蔵院（布袋）

　　　　　　　宝積寺（恵
比寿）/弘誓院（福禄寿）/寶

生寺（寿老人）/金剛院（大黒
天）

　なじみの嗜好品たばこ。原
料となる葉は紀元前５０００～

３０００年ごろから南米アンデ
ス山脈で栽培されていたとい

うか

ら人類との付き合いは長く、こ
の中でたばこの害も言われて

久しいです。ボイ捨てで道路な
どの美観を損ねたり、火事の原

因になったり。ニコチンなどの
有害物質を含むことから喫煙

は体に良くないともされ、今年
現在の日本の喫煙率（２０歳以

上、ＪＴ調べ）は男３２．２％、女
１０．５％。県内の２０歳以上（平

成22年度）だと３０.8％、女性
８．３％となっています。

　たばこの害はさらに、吸った
人のたばこの煙を他人が吸わ

される受動喫煙の面でも問題
視されるようになりました。た

ば

この害から健康を守る取り組
みの先進国である米国では、

飲食店や職場での全面禁煙が
義務付けられている所が全人

口

の半分が住む地域に及んでい
るといい、日本では神奈川県が

前知事の主導で２０１０年４月
に全国で初めてとなる受動喫

煙

防止条例が施行されました。屋
内での喫煙を規制したもので

３年ごとに見直しが行われるこ
とになっています。今年８月か

ら

有識者会議で４回にわたり検
討が行われ１１月に「条例の規

制強化見送り。現状維持」との
結論をだしました。これを踏ま

え

県は１２月１２日に県議会厚生
常任委員会に方針を報告する

予定で、さらに議会で議論が行
われることになっています。

【受動喫煙】たばこの煙には
血管の老化を早めるニコチ

ンなどとともに４０種類の発
がん物質

が含まれ、特に受動喫煙の煙
にはたばこを吸った人の煙よ

り有害物質が高い濃度で含
まれて

いるといいます。フィルター
を通過しないためなどです。

【受動喫煙防止条例】県民の
健康への悪影響の未然防止

が目的で不特定多数の者が
利用する

ことが出来る室内またはこれ
に準ずる環境が対象。公共性

の高

い学校や病院などで禁煙を
義務付け。大規模な飲食店や

宿泊

施設は禁煙か分煙を選択。小
規模な所、パチンコ店なども

選択

だが実行は努力義務。罰則は
たばこを吸った個人が２００

０円、

施設管理者が２万円の過料。
全国で２番目として今年４月

、兵庫

県が同条例を施行したが、全
体的に分煙をうたい、公共性

の高

い屋外も規制の対象に入れ
ています。

【見直しへの意見】県の調査
で条例に対応しているケー

スは大

規模施設で９９％、小規模施
設では９３・１％。「分煙でも成

果を

得ており今の取り組みを深
めるべき」「受動喫煙による

健康被

害は明らかで禁煙のみにす
べき」と現状維持、規制強化

の両

論が出されました。

【日本におけるたばこ】２４
年度の販売数量は１９５１億

本、

販売代金は４兆４６５億円。
たばこ税は国税分で約１兆

１７９

億円、神奈川県税分では約
１８２億円。
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県政を

身近に磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯

　９月１５日
は、活力ある

長寿社会の
構築にちな

んだ「老人の
日」、翌１６日

が「敬老の日
」（９月の第３

日曜日）です
。特

に少子高齢
化に猛スピ

ードで突き進
んでいる日

本では記念
日は単に長

寿を祝うばか
りでなく、深

刻な社会問
題への

取り組みに
認識、決意を

新たにする
機会として

捉えたいも
のです。「社

会は時代を
映す」といい

ますが、高齢
者が増

え、敬老精神
の薄れた今

の日本の社
会では社会

的弱者のお
年寄りが狙わ

れる犯罪も
多発していま

す。

【振り込め詐
欺】被害者に

直接会わず
に電話など

で虚偽の話
を持ちかけ

る特殊詐欺
は、今年１～

６月の被害
は全国で

２１１億余円
に上り、年間

被害額が過
去最悪だった

昨年を上回
るペースで

増えています
。この詐欺の

大半を占める
のが

振り込め詐欺
で、この中で

はオレオレ詐
欺が圧倒的

に多数です
。神奈川県警

のまとめでは
、県内では今

年１～７月に
振

り込め詐欺
が５７６件発

生（昨年同期
では２９６件

）、被害額は１
９億９００万

円(同７億６９
００万円)と急

増しています
。被害

者を年齢別
にみると７０

代の４７％を
ピークに６０

代以上が９２
％。特に６０代

以上の女性
は全被害者

の７４％を占
めてい

ます。磯子区
では２５００万

円や３００万
円をだまし取

られた事件な
ど１２件が発

生し、被害総
額は６６００万

円に上ります
。

【送り付け
商法】催眠商

法など悪質
な商法は後

を絶ちませ
んが、

最近目立つ
のが、注文し

てもいない
健康食品な

どを一方的
に自

宅に送り付け
られ、代金を

請求される
送り付け商

法で、被害は
高

齢者を中心
に急増して

います。警察
庁の発表で

は今年１～６
月

に全国で４
２１件発生

、被害総額は
１４００万円

超。被害者
の８

６％が６０歳
以上。犯人側

は宅配の「代
金引き換え

サービス」を
利

用しているこ
とが多いとの

ことです。

【知人の経験
談】港南区の

知人が８月、
危うくオレオ

レ詐欺に引っ
か

かるところだ
ったといいま

す。風邪を引
いており、携

帯もタクシー

に忘れた鞄
に入ってい

て今は使え
ないという息

子を名乗る
若い

男。人間の頭
は自身で「息

子からだ」と
信じ込ませよ

うとする働き
が

あるようで、
初めは信じて

いましたが、
話しているう

ち「息子にし
て

は声が若すぎ
る」と思い、指

摘すると「今
、鞄が見つか

ったと連絡が

あった」と電
話を一方的

に切ったと言
い

ます。すぐ息
子に確認す

るとニセ電話
と

判明。相手の
話しぶり、声

の様子に注
意

を傾けると真
偽が分かって

くるので、慌

てないことが
肝心、という

ことでした。

子
県県県県

急増の神奈川
県、被害者の７

４％が高齢の女
性

７月までの振り
込め詐欺５７６

件、被害は１９億
円

振り込め詐
欺など高齢

者

を狙った犯
罪は義理を

大切

にし、恥の文
化の影響も

強いお年寄
りの

特性を逆手
にとり、家族

の情愛に付
け込

み、大切な財
産をゲーム

感覚で騙し
取る

悪質で許し
がたい犯罪

です。高齢
者が

被害に遭わ
ないための

防止啓発活
動

や、未然に防
ぐために金

融機関での
声

掛けを今後
も行っていく

べきです。ま
た、

「受け子」「
出し子」役な

どアルバイ
ト感

覚で事件に
関与し逮捕

される少年
も急

増しているこ
とから青少

年が振り込
め詐

欺などの犯
罪に加担し

ないよう防
止策

を講じていく
必要がある

と考えます。

神奈川県議
会平成２５年

第３回定例
会が９月１０

日から１２月
２０日まで開

催されます
。会

議はどなた
でも傍聴で

きますので
、開催日当日

、県庁へお越
しください。

（本会議は
新庁

舎８階、常任
委員会・特別

委員会は県
庁新庁舎５

階の議会局
議事課が受

付となります
。）
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「地方の時代や地域おこし」がしきりに言われていますが、これらはグ
ローバル化で国や社会の自立がより必要となり、成熟社会を迎えた日
本社会で多様化、個性化が進むことになったことと関係があるようで
す。「時代の流れに沿ったもの」としてしっかり取り組まなければならな
いテーマだと思います。

2013年 7月号（Vol.37）
神奈川のブランド品の顔を目指し
「湘南ポモロン」など野菜６品種を育成

今回の調査結果で感じたのは、地域での問題はみなさんがよく話し
合い、理解しあえるよう「地域の絆」が重要と考えます。聞くところによ
ると、東日本大震災で被害を受けた地域の中で復興が進んでいるの
は自治会などの地域活動が活発な地域だと言うことです。災害など
に備えて日頃からの地域活動に参加することが重要と考えます。8月
は地域での夏祭りも行われますので、夏祭りに参加することから始め
るのも良いかもしれません。

2013年 8月号（Vol.38）
関心大きい「高齢化」や「ごみ出しマナー」問題
磯子区内の地域の声を聴いてみました

振り込め詐欺など高齢者を狙った犯罪は義理を大切にし、恥の文化
の影響も強いお年寄りの特性を逆手にとり、家族の情愛に付け込み、
大切な財産をゲーム感覚で騙し取る悪質で許しがたい犯罪です。高
齢者が被害に遭わないための防止啓発活動や、未然に防ぐために金
融機関での声掛けを今後も行っていくべきです。また、「受け子」「出し
子」役などアルバイト感覚で事件に関与し逮捕される少年も急増して
いることから青少年が振り込め詐欺などの犯罪に加担しないよう防
止策を講じていく必要があると考えます。

2013年 9月号（Vol.39）
急増の神奈川県、被害者の７４％が高齢の女性
７月までの振り込め詐欺５７６件、被害は１９億円

「県民の体力・スポーツに関する調査」で「運動不足を感じている」と
答えた人が８５・３％に上っています。健康寿命を延ばすためにも運動
やスポーツをくらしの一部として習慣化していくことが必要です。例え
ば駅や企業の階段蹴上げ部分に3033運動の標語を貼って貰い、
3033運動を日常生活に取り入れる取り組みを進めるべきです。

2013年 10月号（Vol.40）
「３０３３運動」と「県民スポーツ週間」柱に推進
神奈川県の「運動に親しんでもらう」事業

県内には長い間受け継がれた伝統文化が数多く残っていますが、県
内の歴史を理解する上で重要なものであり、新たな文化を創造する
役割も果たします。県内の文化を保護するには県民の関心が重要で
あり、学校や地域において文化財の体験や学習する機会を図り保護
への意識を高め、そして未来につなげていくことが必要と考えます。

2013年 11月号（Vol.41）
来年度からの新しい文化芸術振興計画を策定中
「マグカル」ベースに推進中の神奈川県の文化行政

受動喫煙防止条例により喫煙する方も分煙や公共施設での禁煙など
の理解が高まっています。しかし、県民調査によると条例の内容を知っ
ている神奈川県民は46％であり、今後は条例の普及啓発活動をもっ
と行っていく必要があると考えます。また、観光施策を進める神奈川県
では観光に訪れる他県の方にもこの条例の内容を知って貰う必要が
あると思います。

2013年 12月号（Vol.42）
神奈川県による全国初の受動喫煙
防止条例施行 3年後の見直し進む


