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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

過去最大となる2兆484億円の令和3年度一般会計予算成立。
新型コロナウイルス感染症への対応に重点的にシフト。

vol.21

　県は全庁コロナ・シフトの考え方に基づき、徹底した事業見直しにより、
限られた人的資源や財源を新型コロナウイルス感染症への対応に重点的に配分。

障がい・高齢福祉施策の推進
　約1,835億円を配し、利用者目線に立った新しい障がい福祉の実現を目
指し、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及や、津久井やまゆり
園の再生に向けた取組みを行うとともに、障がい児・者の障がい特性等に
応じて、意思決定支援をはじめ、その生活を支えるサービスの充実を進め
ます。 また、障がい児・者の社会参加や就労、障がいに対する理解促進に取
り組むとともに、高齢者への適切な介護サービスの提供や総合的な認知症
施策等を進めます。

安全で安心してくらせる神奈川の実現
　安全で安心してくらせる「災害に強いかながわ」を実現するため、地震
災害対策推進条例に基づく自助・共助の取組みや中長期を見据えた減災戦
略に基づく対策に取り組むとともに、近年の台風等による大規模な風水害
における課題や教訓を踏まえ、「神奈川県水防災戦略」に基づき、風水害対
策等を計画的に進めます。 　　
　また、地域防犯力の強化や、消費者被害等の未然防止と救済、県民と一
体となった交通安全運動・対策等を実施することにより、犯罪や事故など
のない安全で安心なまちづくりを推進します。

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。

神奈川県議会は２月10日から３月25日（44日間）まで、令和３年第１回定例会が開催されました。昨秋、新型コロナ感
染症の影響による税収の落ち込みなど約1,100億円の財源不足が見込まれ、本県財政は例年以上に厳しい状況との発表が
ありましたが、制度上認められる県債の最大限の発行や財政調整基金の取り崩しなどで予算確保がなされました。

子ども・子育てへの支援
　約1,398億円を配し、県内どこでも「待機児童ゼロ」の
達成に向けて、保育士など子育て支援人材の確保・育成や、
保育所整備など待機児童対策の一層の推進に取り組むとと
もに、幼児期の教育・保育の提供体制確保・充実等に取り
組む市町村を支援します。
　また、子どもの貧困、児童虐待、いじめ、ひきこもり等
の課題に対応するため、SNSを活用した相談を実施すると
ともに、私立高等学校等生徒学費補助を着実に実施します。

令和 3年度当初予算の使途の状況

人口 9,216,009人
（令和2年9月1日現在　神奈川県人口統計調査）

教育費 43,845円
総務費 37,700円
民生費 33,855円
衛生費 31,713円
警察費 21,363円
土木費 11,239円
その他 42,552円

県民１人当たり
総額

222,267円

令和３年度一般会計当初予算歳入歳出予算額

県税
1兆1,425億円

（55.8%）

国庫支出金
2,298億円
（11.2%）

使用料及び手数料
307億円（1.5%）

地方譲与税
1,011億円（4.9%）

繰入金
921億円 （4.5%）

その他
349億円（1.7%）

地方交付税
  1,250 億円 

   （6.1%）

県債
2,918億円
（14.2％）

歳入総額
2兆484億円
（100％）

歳出総額
2兆484億円
（100％）

人件費
5,113億円
（25.0%）

介護・医療・
児童関係費
4,066億円
（19.9%）

公債費
3,164億円
（15.4%）

税交付金等
2,689億円
（13.1%）

その他義務的経費
863億円（4.2%）

投資的経費
1,663億円

（8.1%）

その他政策的経費
2,922億円
（14.3%）

義務的経費
1兆5,898億円

（77.6%）

新型コロナ対策

＜全庁コロナ・シフト（※）により、コロナ対策に取組み、県民のいのちと暮らしを守り抜く＞

医療提供体制
の維持

①病床確保2,300床（陽性患者及び疑いのある患者向け病床）
②新型コロナウイルス感染症専用病棟の運営

（３施設268床（①の内数））
③宿泊療養施設の運営（約1,900室を確保）
④新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備 等

経済の回復に
向けた支援

①制度融資枠3,000億円（過去最大）の確保や信用保証料
　引下げに対する補助等による事業継続支援
②感染拡大防止対策やビジネスモデルの転換事業に対する補助
③キャッシュレス決済時の20％還元や県内工業製品の割引購入
　支援、県内旅行の割引等による需要喚起 等

＊医療提供体制の維持に係る事業については、国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金が
　９月までのため、４月～９月分を計上。10月分以降は、感染状況を踏まえ、補正予算等により対応
＊需要喚起対策については、２年度からの繰越予算も活用し、感染状況を見極めたうえで実施

新型コロナウイルス感染症対策（総額1,522億2,331万円）

予算額

49億9,773万円

主な事業内容
介護施設等の整備

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、特別
養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の整
備に加え、新たに介護職員の宿舎の整備等に対して補助
します。

予算額

40億5,136万円

主な事業内容
交通安全施設整備費

道路利用者の交通の安全と円滑な交通環境を確保するた
め、道路標示の補修や路側式道路標識の更新など、交通安
全施設の整備を更に推進する。

※コロナ対策の中心となる医療危機対策本部室は、令和２年８月１日の設置以降、応援職
員を含め約340名規模に増強するとともに、新年度向けにも必要な体制強化を実施予定



活動報告

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

2021年３月26日

「次に備えた医療体制構築」と「協力金の早期交付体制への見直し」を要求

県政報告（タウンニュース掲載）
アクティブ交番を視察

　３月、新百合21ホールで開催された「アルテ
リッカ新ゆり美術展2021」にお伺いしました。
今回で13回目を迎え、今年も自分の身長を超え
るほどの大きな迫力ある絵画や、書、いけ花な
ど、麻生区在住の作家の方々の作品が展示されて
いました。キャッチフレーズの「あさおの美術
力」を存分に感じた個性あふれる美術展でした。

　２月、神奈川県警本部にて４月から本格導入
される「アクティブ交番」を視察。３月までに
交番の老朽化や人員不足等の課題解消に向け県
内12か所の交番が廃止されました。県警は今後
10年間で約70の交番を廃止し統合再編を行い
ます。朝夕の通学路をはじめ、駅前、ショッピ
ングセンター駐車場などを巡回する移動型の

「アクティブ交番」の運用で、犯罪の抑止・検挙、緊急時の迅速な対応な
ど地域住民の方々の安全・安心を高める運用が期待されます。

アルテリッカ新ゆり美術展2021

　３月、横浜市内で開催された「第25回震災対
策技術展・横浜」に伺いました。会場には国土交
通省や自衛隊をはじめとする150社以上の企業が
参加し、併せて専門家による防災対策セミナーも
ありました。地震、土砂災害、水害対策などに関
する防災グッズや探知システムなどの技術は、県
の今後の防災対策につながる点も多くありまし
た。今後の質疑等に活かして参ります。

第25回震災対策技術展・横浜

　昨年末、経年劣化により擁壁に亀裂が入り、
危険な状態になっていると地域の方よりご連
絡を受け、現地を確認し、学校長と県の担当
課に修繕の依頼をしました。２月、修繕工事
完了を受け、改めて現地を確認しました。今
回、地域の方の気付きからご連絡を頂き、安
全対策工事に繋がりました。ありがとうござ
いました。

県立麻生養護学校
擁壁ブロック修繕

修 繕 前 修 繕 後

徹底的に
現場主義

令和３年３月開催　文教常任委員会にて要望
「修学旅行など学校行事を行うための検討を」
　　　 令和３年度の修学旅行について、どのよ
うに計画されているのか。また、県立高校では、
今年度、中止または延期となっている学校が数
多くあると認識している。その後の対応も併せ
て伺う。
　　　　　　   修学旅行については、各学校が
今、令和3年度の行事計画を策定しており、実施
の方向で、年間の計画には位置付けている学校が
ほとんどである。今年度の修学旅行が実施できた
学校は22校であり、今後、実施に向けた検討を
している学校も29校ある。
　　　 高校の修学旅行は、高校２年生が基本的
に実施年度になっているが、学校によっては２年
生と３年生の両学年で実施する学校があるという
認識でよいか。
　　　　　　   その通りです。ただ、時期はずれ
るという形で、同時に行くことはないと承知して
いる。
　　　 県域の小中学校についてはどのように
なっているのか。
      　　　　　　　令和３年度の小中学校の修学

旅行の計画については、県内31市町村で実施を
予定している。未定の市町村があるものの、現時
点で中止としているところはない。
　　　 修学旅行に関しては、小中学校、高校も、
今のところ計画されているということだが、今後
の新型コロナの状況とその感染対策を含め、例え
ば遠くに行くことができなくても県内を含めたさ
まざまな計画の案を検討していただくよう要望す
る。又、各市町村教育委員会に対してはその支援
をしていただきたい。

学校は学びの場であると同時に、修学旅行、体育
祭、文化祭、部活動等を通じて、勉強以外の学び
を得ることができる場でもあります。できないで
はなく、できるようにするにはどうしたらよいか
を前向きに検討するようこれまで同様、今後も
求めて参ります。

高校教育課長

高校教育課長

石川

石川

石川

子ども教育支援課長

石川

他　令和３年度の部活動・学校説明会等の学校行
事、入学者選抜実施要領、高卒就職状況についてな
どの質疑を行いました。詳しくは石川ひろのりホー
ムページ内の活動報告をご覧ください。


