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住み続けたい街
麻生区のために
本当に神奈川は住みやすいのか
あなたの納めた税金を
「生まれて・育って・住んで良かった」
誇りある神奈川に。
今日より明日はきっといことがある。
住み続けたい神奈川を目指して。

1968 年 11 月 3 日生まれ 横浜市出身。旅行会社、飲食業を約 20 年間経験。
「行政とはサービス業である」
との言葉に感銘を受け、37 歳で衆議院議員岩國哲人事務所へ転職。その後、参議院議員公設秘書を経て、
政策秘書資格を取得し参議院議員政策秘書を務める。引きこもり支援相談士。2015 年県議会議員選挙
初当選。麻生区在住。

徹底的に
現場主義

県政
刷新

石川ひろのり一般質問に登壇

石川ひろのりの主な質問
県民のいのちを
守り続ける課題について
県立高校クリエイティブスクールへの
「スクールキャリアカウンセラー」の
配置について

クリエイティブスクールは、多くの可能性
を秘めながら、持っている力を必ずしも十分に
発揮しきれなかった生徒が、高校入学を機に、
これまで以上に学習への意欲を高め、基礎学力
や社会性を身に付けるとともに、将来を切り開
くための高等学校である。このクリエイティブ
スクールのニーズは年々高まり、高校現場では、
学力の差や家庭環境の複雑化など困難な事例も
増加しており、その中で、就職支援等まで十分
に手が回らないといった状況である。
そのため、特に就職希望の高いクリエイティブ
ス ク ー ル に お い て は、こ う し た 指 導 を 担 う
「スクールキャリアカウンセラー※」の配置が必
要と考える。
………………………………………………………
教育長
現在、田奈高校では就労支援を行う「ス
クールキャリアカウンセラー」を配置している。
熱心な指導により進路未決定者が減少し、就職
者数が大幅に向上するなど大きな成果を挙げて
いる。特にクリエイティブスクールでは、義務
教育段階で十分に力を発揮しきれなかった生徒
を、自立した社会人として送り出すことが期待
されている。生徒の将来に係る就労支援を行う
意義は、極めて大きなものがある。そこで、新
たに設置する２校を含め、すべてのクリエイティ
ブスクールに来年度から就職支援の専門家であ
る「スクールキャリアカウンセラー」を配置す
ることを検討していく。
石川

高齢者施設待機者への情報提供の
充実について

介護が必要になった時、たとえば他県から
施設等を探す場合には、当事者や家族はインター
ネットなどを使って、条件を満たしてくれる施
設を探すことがある。
現在県内には多くの高齢者施設があり、社団法
人の運営する介護情報サービスサイトにより施設
が紹介されているが、空き情報等を公開している
施設、していない施設が混在しており、また、情
報がほとんど公開されていない地域もある。
そこでの情報は、施設側の協力なしには状況
石川

が把握できないからだと聞いているが、
県民のため、県が各施設に情報の報告を
進めるよう積極的に協力を求めるべきで
ある。
………………………………………………
保健福祉局長 県ホームページに、県内高
齢者施設の一覧を掲載するとともに、市
町村、法人と共同で運営する「介護情報
サービスかながわ」にて、高齢者や家族
が自ら介護サービスを選択できるよう、
サービス内容や料金、利用実績など検索
できるシステムがある。システムの情報 かながわ民進党石川裕憲の質問に答える 平成 28 年 9 月 17日神奈川新聞掲載
の中に、施設自らが入力する項目である
更新情報が古くなっていたり、空欄になっている
負担し、早期開業に向けて取り組むべきと考える。
ものもある。そこで、利用者や家族の方が必要と
………………………………………………………
知事 横浜市営地下鉄３号線「新百合ヶ丘駅」ま
するサービスを選択する際に、より活用していた
だくために、今後、市町村や法人と協力して見直
での延伸については、横浜市北部や川崎市内陸
しを行うなど「介護情報サービスかながわ」の充
部の交通利便性の向上が期待される路線として
実を図っていく。
神奈川交通計画に位置付けている。この横浜市
営地下鉄３号線延伸について、国の交通政策審
議会の答申では、課題として、横浜市と川崎市
に跨がる路線であるため、事業化に向けて両市
が協調して、費用負担のあり方や事業主体等を
含めた事業計画について、合意形成を進めるべ
横浜市営地下鉄３号線
きとの検討結果が示されている。まずは両市で
新百合ヶ丘駅までの延伸について
の検討を深め計画のレベルアップを図ることが
石川 横浜市営地下鉄３号線延伸について、平成
必要である。新たな鉄道ネットワーク形成に資
28 年４月の交通政策審議会の答申では、横浜市
する事業であることから、県として両市の検討
北部や川崎市北部と横浜市中心部とのアクセス
状況をみながら、国に対し助成制度の拡充を要
利便性の向上が認められるとされた。
望するなど支援をしていきたい。
リニア中央新幹線の開業前倒しも踏まえ、地域
………………………………………………………
住民のニーズはもちろん、県内回遊性を促すため
他、県知事に「貧困の連鎖を断ち切るための若
にも、横浜市営地下鉄３号線延伸に対して、沿線
者の就職を支援する取組」
「観光振興による県経
市と連携し、魅力あふれるまちづくりに取り組む
済の活性化」
「県営住宅整備における民間活力の
べきである。具体的には、県として応分の費用を
導入」について質問しました。

県経済活性化に
向けての課題について

※スクールキャリアカウンセラー

就職を中心にキャリア支援を行い、資格を持った専門のカウンセラーが在学中から卒業後も含めて支援する。

県政報告 （タウンニュース掲載）

「未来のために今やる」委員会へ

2016 年６月３日

「合格なのに不合格 !?」高校入試採点ミス問題検証報告

石川ひろのりの活動報告・委員会質問など詳しくはHPまたはFacebookにてご覧いただけます。

▼

県議会レポート毎月発行！詳しくは事務所までお問い合わせください。

活動報告
高校生「就職面接対策講座」に出席

徹底的に
現場主義

８月17日、横浜市内にある団体の「就職面接対策講座」に参加させていただ
きました。この就職対策講座は、高校と地域の企業団体の皆さまが連携をとり、
ボランティアで開催をされている講座です。その講座を見学させていただきまし
たが、参加している高校生も、企業経営者の皆さんも真剣そのもの。模擬面接
も行われ、その空気に緊張している高校生も多く、思うように自分の気持ちを伝
えられない生徒さんもいましたが、都度都度、講師の方や経営者の方々の的確な
アドバイスなどで、みるみるうちに
雰囲気も姿勢も変わっていく様がと
ても印象的でした。
高校卒業後、就職しても３年間で
離 職 し て し ま う 離 職 率 が40％ と
なっていることも説明がなされ、就
職先をきちんと選ぶことも大切であ
るとも伝えられました。生徒さんた
ちには今日の経験を活かし頑張っ
ていただきたいと思います。

………………………………………………………………………………………

駅頭活動

麻生区内の各駅で、駅頭活動をしておりま
す。多くの皆さまからお声掛けをいただき、
日々元気をいただいております。駅頭活動で
は、活動報告をお配りしておりますので、お
見かけの際は、ぜひお受け取りいただき、ご
一読いただけたら幸いです。普段の何気ない
お困りごと、ご意見、ご要望など、ぜひお聞
かせください。

県議会議員ってどんな人？
何人くらいいるの？

県内をいくつかの地域に分け、それぞれの地域
から選ばれるんだ。選ぶ人の人数は、あらかじめ
地域ごとに決まっているよ。

………………………………………………………………………………………

いくつになったらなれるの？

25歳以上になったら、県議会議員に立候補でき
るよ。それまで、いろんなことをいっぱい勉強し
てね。

年齢以外にも日本国民である
こと、３か月以上、県内の市
町村に住んでいること、など
の決まりがあります。

………………………………………………………………………………………

どうやったらなれるの？

神奈川県内に住んでいる18歳以上の人の投票で
選ばれるんだ。議員を選ぶことを選挙っていうよ
ね。選挙は４年ごとに行われるんだよ。

議員として仕事をする期間を
「任期」といいます。

………………………………………………………………………………………

県議会議員と国会議員は両方いっしょになれるの？

県議会議員になったら、国会議員やほかの議員や知事や市長などに、
両方いっしょにはなれないんだよ。
県のため、

地域のため、
………………………………………………………………………………………
働くんだね

県議会で会議がないときは何を
しているの？

県民のみなさんの話を聞いて相談にのったり、これからの
県の仕事について勉強したり、いろいろな問題を解決する
ために、あちこちにお願いに行ったりしているんだよ。

石川ひろのり事務所では 随時ボランティアスタッフを募集しています。広告用チラシ折り、ポスター掲示、街頭演説の
支援など短時間でもかまいません。皆様のできる範囲でお手伝いください。皆様のご支援とご協力をお待ちしています。
連絡先：TEL 044-455-6611

石川ひろのりの活動にご協力賜りたくご案内させていただきます。なお、寄付は税額控除の対象となりますので、ご相談くださいますようお願い申し上げます。
石川裕憲後援会 【郵便局】払込取扱票にて
（口座番号 00200-7-52777）【銀行】三井住友銀行 新百合ヶ丘支店 普通 口座番号 6902358

石川ひろのりへのご意見・
ご質問をお待ちしております。

ご意見など

※県HPより引用

地域の事を、選挙区、その地
域で選ぶ人数を定数といます。
神奈川県議会の選挙区は49、
定数は105人です。

▼

石川ひろのりの活動への
ご支援（個人献金）のお願い

石川ひろのり

▼

ボランティアスタッフ募集

2016 年７月 22 日

お名前
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TEL

ご住所
再生紙を使用しています。

