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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いことがある。
住み続けたい神奈川を目指して。

住み続けたい街
麻生区のために

石川ひろのり

「新型コロナウイルスとの共存」これからのかながわについて
石川ひろのり代表質問に登壇
緊急事態宣言解除後の
神奈川ビジョンについて

　　　第１波とされる今回の新型コロナウイルス感
染症拡大の状況化の中で、「強いだるさや息苦しさ
があるにもかかわらず、保健所になかなか電話がつ
ながらない」「帰国者・接触者相談センター（以下相
談センター）に電話がつながっても、しばらく様子
を見るように言われた」といった初期症状段階の対
応に対する切実な訴えも多く、体制の脆弱性が浮き
彫りになった。第２波が発生した場合、相談セン
ターや県内各保健所の体制の更なる整備等が必要と
考える。また、軽症者を受け入れているアパホテル
との契約が８月末で切れ、９月以降、湘南国際村セ
ンター以外に軽症者用の宿泊施設をどのくらい維持
するか等、第２波に備え入口部分の整備強化が必要
と考える。
……………………………………………………………
　　　次の感染の波を抑えるには、検査体制を充実
させ、疑いのある方をできるだけ早く、適切な医療
機関につなげ、陽性が判明した場合には、濃厚接触
者を確実に特定し感染拡大を抑えるなど、初期段階
の対応が重要となる。
　そこで、県は、相談センターの電話回線数や相談
員数を大幅に増やすなどの対策を講じ、保健所につ
いても、地元自治体からの保健師派遣など、体制の
強化を図った。今後、第２波が発生した場合、相談
センターや保健所の必要な体制を整え検査体制の充
実を図っていく。
　次に、軽症・無症状者の宿泊療養については、感
染者数が減少している状況を踏まえ、アパホテルに
ついては、８月末を持って終了し、受入れ規模を縮
小する方針である。なお、９月以降は、湘南国際村
センターはそのまま継続したい。さらに感染が拡大
した場合に備え、いくつかの施設から、一定規模の
部屋を確保しているとの回答をいただいている。

県内中小企業・
小規模企業支援について

　　　新型コロナ感染症拡大防止対策に伴い、県内
中小企業・小規模企業支援策として休業要請先に対
する拡大防止協力金の交付などを行っている。協力
金第1弾は、県の休業要請に応じて休業、又は、夜
間営業時間短縮を行った事業者に交付される。協力
をいただいた事業者に対し、この協力金は一刻も早
く交付すべきである。当初、申請から２～３週間で
交付を行うとしていたが、地元の個人事業主の方々
からは、「まだ振り込まれていない」「書類に不備が
あったのかもわからない」といった声を多く頂戴し
ている。知事は理由として、提出書類の９割に不備
があり、申請者への確認作業に追われ時間がかかっ
ているとしている。
　しかし、業務委託された仕様書を確認すると、業
務実施日は、土曜、日曜、祝日を除くとされてい
る。すなわち、４月27日から受付を開始したもの

の、ゴールデンウィーク
を挟んだため、当初の２
週間の稼働日数はわずか
６日間である。申請申込
対象件数が8万件もある
中、実質６日間でどのく
らい交付できるという認
識であったのか。交付の
遅れは、書類の不備以前
に受付開始当初の業務体
制にも問題あったのでは
ないかと指摘しておく。
　６月８日から協力金の
第２弾の申請が始まって
いる。第１弾の協力金交
付が大幅に遅れ、第２弾
の交付も遅れれば、県内
事業者の不信感が高まり、
第２波があった場合、休
業協力が進まない恐れが
ある。
……………………………
　　　協力金第１弾では、申請書類の簡素化に努め
た。しかし、提出書類に偽りがないことに対する誓
約漏れなど、書類の不備が約９割と想定以上に多く、
確認、修正に時間を要している。「交付を心待ちにし
ていた皆様には、大変申し訳なく思っている。」
　この状況改善のため、体制を大幅に強化し、審査
中の申請についても、６月中には交付できるものと
考えている。
　協力金第２弾の取組みについては、申請書を進化
させ確実に記載していただけるようにした。申請締
切は７月14日だが、不備がある申請を含め、８月
中には交付を完了できるよう取組んでいく。

令和３年度の公立学校の
入学者の募集及び選抜について
　　　令和３年度の公立学校の入学者の募集及び選
抜について、状況によって、要綱の見直しを行うと
しているが、具体的にどのような状況になった場合
に要綱見直しを行うのか。また、毎年行われる合同
学校説明会の「全公立展」「公私合同説明・相談会」
が中止となり、受検生※と保護者が学校を選ぶ機会、
情報を得る機会が少なくなることを危惧している。
今後の広報活動をどのように進めていくのか。
……………………………………………………………
　　　  公立高等学校
の入学者募集等要綱に
ついて、例年通りの時
期に公表することが中
学校３年生や保護者の
不安解消につながると
考え４月30日に公表し
た。要綱見直しは、本
県の感染状況が悪化
し、再度の臨時休業が
長期間行われるなど、
当初予定していた期日
等で検査を実施するこ

とが難しいと考えられる場合を想定している。
　今後の広報活動は、これまで「全公立展」で来場
者にのみ配布していた「高校ガイドブック」を、７
月に県内国公立中学校の３年生全員に配布する。そ
の中に、各公立高校のホームページ（以下HP）の
２次元コードを掲載し、県立高校については、９月
以降に予定している各校の学校説明会の日程等を
HPから入手できるようにする。また、県内公立高
校の特色を紹介する有償頒布冊子の内容を、今年度
は県HPに掲載し、情報収集の機会を提供していく。
こうした取組みで、中学校３年生の適切な進路選択
が図られるよう取り組んでいく。
……………………………………………………………
　　　県立高校ではICTの推進も積極的に進めてい
る。そして、高校HPは教育委員会ネットワークシス
テムで、ほとんどの県立高校で統一された基準のも
のになっている。ならば、書面では伝わりづらい校
舎内の雰囲気や制服、ジャージはどうなっているの
か、又、部活動や学校の特色など、動画を各学校HP
にアップすることによって受検生やその保護者に対
し、より分かりやすく伝えることができると考える。
……………………………………………………………
　　　  学校説明会は、県立高校にとっては重要な
場だと認識をしている。お話しをいただいた動画の
配信は有効な手立てだと考える。「かなチャンTV」
(神奈川県HP内サイト)を活用し、各学校HPから、
学校紹介の動画を見ることができるよう準備を進め
ている。
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主な質問

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

知事 知事

※神奈川県教育委員会では、入学者選抜学力検査という意味
　合いのもと「受験」でなはく「受検」としています。

「新型コロナウイルスとの共存」これからの
かながわについて
●医療体制計画について
●市町村と連携した避難対策の強化について
●観光推進計画について
　詳しい内容は石川ひろのりホームページを
　ご覧ください。
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活動報告

　６月、王禅寺ふるさと公園横の自然が多
く残り、野菜直売所もある遊歩道に公園か
らの草木がせり出し、歩きづらいとのご意
見を頂戴しました。すぐに、担当部署へ現
状確認をお願いし、後日、歩道横の草刈り
を実施してもらいました。せり出ししてい
る大きな枝は、今後対応頂くよう調整して
頂いています。普段の何気ないお困りごと
など、ご意見、ご要望を今後もお聞かせく
ださい。

「王禅寺ふるさと公園」脇
草木の剪定

　６月、琴平神社の伝統行事「夏越大祓」にて茅の
輪くぐりを行わせて頂きました。例年であれば、無
病息災を願って6月末にお祓いが行われますが、今
年は新型コロナ感染防止のため参列は中止となり、
設置された茅の輪を各自でくぐる形となっていま
す。一日も早く新型コロナ感染症が収束することを
願っています。

令和２年 琴平神社「夏越大祓」

草刈前

草刈後

石川ひろのり

お名前

ご住所

TELご意見など

再生紙を使用しています。

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

ボランティアスタッフ募集 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、街頭演説のお手伝いなど短時間
でもかまいません。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。

石川ひろのりへの
ご意見・ご質問をお待ちしております。

FAX 044-455-6614

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。衆議院議員 笠ひろふみ秘書、2015年4月
神奈川県議会議員に初当選。2019年4月22,811票の付託を頂き2期目の当選。麻生区在住。引きこもり支援相談士。
趣　　　味：ジョギング（湘南国際マラソン大会６年連続出場。自己べスト記録 3 時間29 分28 秒）　　家族：妻、子供一人
好きな言葉：「石の上にも３年」初めて社会人になる時に父親から言われ「どんなに苦しくても耐えること。そこで初めて全体が見える」という言葉を今でも

忘れない。

プロフィール

2020年７月３日

『新型コロナとの共存』代表質問で質疑

県政報告（タウンニュース掲載）

県立高校学校説明会について
　　　代表質問答弁において、県立高
校の紹介・周知に関して、県公式ホー
ムページ内の「かなチャンTV」に動
画を上げると教育長より答弁があっ
た。この対象となる高校といつ頃まで
に準備ができるのか。
……………………………………………
　　　　　　対象となる高校はすべて
の県立高校138校を予定している。準
備については、各学校が撮影した動画
提供を受け、「かなチャンTV」で配信
をするとしている。７月から各学校よ
り提供を頂き、教育委委員会で確認の
後、担当部署に提出し配信する。各学
校には８月末までに動画提供を要請し
ている。
……………………………………………
　　　受検生や保護者はいつから視聴
できるのか。
……………………………………

　　　　　　各学校から提供を受けた
ものを順次、視聴できるよう進めてい
る。動画確認作業等に概ね10日を予
定している。仮に８月末に学校から提
供があった場合には、９月中旬には視
聴できるようになると考えている。
……………………………………………
　　　全公立展で配っている「高校ガ

イドブック」を今回は、中学３年生全
員に７月中に送付するとしている。そ
のガイドブック内にQRコードを付
け、各学校のホームページにリンクす
るとしている。この学校のホームペー
ジで、この動画が見られるのか。
……………………………………………
　　　　　　　  各学校の開設してい
るホームページにリンクを貼り、そこ
で見られるようにしていく。
……………………………………………
　　　受検生や保護者の方が、最初か
ら県ホームページの「かなチャンTV」
を視聴すると思わない。まず、進学し
たい学校や興味のある学校のホーム
ページを検索する。その学校のホーム
ページで視聴できない、リンクもない
となると、せっかく各学校が制作し視
聴してもらいたいと思っても、その動
画に行きつかないという心配がある。
ぜひ、各学校のホームページでわかる
ような表示・表現をしていただきたい。

高校3年生の進学・
就職活動について

　　　県立高校では、新型コロナ拡大
防止のため長期の学校休業となり、学
校再開後の年間指導計画などを作成し
ていると承知している。県教育委員会

には学校から計画が上がってきている
のか。また、県立高校の夏休み期間は
どのようになっているのか。
……………………………………………
　　　　　　通常授業の前倒し等で各
学校が現在計画を練り直していると報
告を受けている。今後、指導主事等が
学校訪問を行い確認していきたい。夏
休みについては、県教育委員会として
８月７日から16日までの10日間をす
べて県立高校が夏休みとするよう示し
ている。ただし、県管理運営規則とし
て年間休業日数を定めているが、今年
度は新型コロナによる長期休業を受
け、例年より短縮し35～ 40日の間
で各学校が定めることとしている。今
回、アンケートを行い、夏休み期間は
最大で26日間、最少が10日間で各学
校が設定している。
……………………………………………
　　　大学入学共通テストの日程は発
表されているが、総合型選抜（旧AO
入試）や学校推薦型選抜（旧推薦入
試）などはどうなっているのか。これ
らの資料として、１学期の成績・評価
が必要と思えるがどのように評価する
のか。又、間に合うのか。
……………………………………………
　　　　　　秋に実施される総合型選
抜は出願の期間が２週間後ろ倒しに
なった。学校推薦型選抜については、
変更はなく11月１日から出願となっ
ている。ご指摘の通り１学期の評価で
選抜に臨む生徒がいるため、今年度は
３学期制の学校においては、１学期を
通常７月31日のところを８月31日ま
で１か月間延長し対応していく。
……………………………………………

　　　今年度、高校３年生の就職活動
はいつから始まるのか。また、新型コ
ロナ禍で求人の落ち込みをどの程度見
込んでいるのか。
……………………………………………
　　　　　　通常であれば、選考開始
日は９月16日だが、今年度は1か月後
ろ倒しとなり、令和２年10月16日か
らとしている。求人については、７月
から求人票が各学校に届く。７月に入
り次第、情報を収集していくが、現時
点は状況の把握は出来ていない。
……………………………………………
　　　専門学科高校の就職先、特に農
林水産、酪農業に就きたいとする生徒
について、以前、デュアルシステムの
ことも伺った。現在、外国人の労働者
や研修生などが入国できず、人手が足
りていないなどと報じられている。こ
うした分野の就職先を開拓していくべ
きと考える。
……………………………………………
　　　　　　新型コロナ禍で厳しい状
況であると考え、早い段階から就職先
に向けた取組みを行っていると承知し
ている。
……………………………………………
　　　学校現場では、授業の遅れを取
り戻すために鋭意努力をしている。県
教育委員会としても、進学・就職に向
けた高校３年生の進路についてのケ
ア、その生徒や保護者に向けた情報提
供や支援が必要である。
……………………………………………
　　　  県教育委員会として、各企業・
団体に対して６月中を目途に要望を持
参し、雇用と高校生の就職先確保に向
け配慮をして頂くよう求めていく。
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代表質問の答弁を受け 文教常任委員会にて質疑


