
1 

 

 

令和元年第３回県議会定例会 一般質問（９月 18日） 

県政会 さとう 知一 議員 

 [分割質問方式] 

 

（登壇） 

県政会神奈川県議会議員団 厚木市選出のさとう知一です。 

県政会県議団の一員として、通告に従い、知事に質問を 

させて頂きます。 

先輩、同僚議員におかれましては、しばらくの間、温かく見守って頂きますよう、お願い

致します。 

 

質問に入ります。まずは、「がんとの共生および未病改善について」、質問します。 

はじめに「がんピアサポーターの育成と活用について」であります。  

 

本県では、「すべての二次保健医療圏でピアサポートを実施すること」と数値目標を定め、

ピアサポート事業に取り組んでいますが、現時点においては、すべてに実施されていま

せん。 

 

ピアサポーターのピアは、仲間・同輩・対等者の意味で、ピアサポートとは、同じ課題や

境遇を持つ人が、互いに支え合い、助け合うことです。 

これまで、ピアサポートの対象となるのは出産をひかえる母親や育児および教育に悩む

親たちなどが中心でありましたが、近年、癌患者とその家族を対象とした活動も全国に

広がりつつあります。 

 

本県においては、平成 22年度から５年間、「かながわボランタリー活動推進基金 21」を

活用して民間団体と協働実施することにより、ピアサポートの普及に努めたことは評価

されるべきものと考えます。 

しかし、基金事業終了後の取組としては、民間団体が主体で事業を引き続き協働実施す

る協定を締結するに留まっています。 

ピアサポーターの育成も、その後の活用については、神奈川県がん患者団体連合会他、

民間団体に大きく頼っている状況です。 

 

がんとの共生を掲げている本県としては、患者に寄り添った相談体制を整備していくと

ともに、自ら定めた目標の達成に向けて、しっかり取り組んでいく必要があると考えま

す。 

がん治療と仕事の両立支援は、そのままダイバーシティー風土の醸成につながると考え

ています。 

がんになった方が働き続けられる環境を作るというのは、その方達の為だけではなく、

働き方に制限のある育児中や介護中の方、LGBTと称されるマイノリティなど、自分とは
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違う境遇の相手を理解し受け入れる風土を造り出す事にも通じます。 

 

多様な価値観を持ち柔軟に対応することが出来る風土を醸成する事は、個々人の持つ能

力を最大限に生かし、活躍できる環境を提供することになります。それはダイレクトに

神奈川県の力や魅力として、私たちの目に映ります。 

サッポロビール株式会社は、がん治療と仕事の両立に向けた支援、ならびにがんを経験

した社員が安心して働ける 

環境整備を目的に、がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars （キャンスターズ）」を

立ち上げています。 

私は、県庁内においても、ピアサポーターを募り育成していくことも考えるべきと考え

ています。 

 

 

（質問） 

そこで、知事にお伺いします。 

がん患者とその家族にとって、同じような経験を持つ者による相談支援を行うピアサポ

ート事業は大変重要であり、この事業の普及を積極的に推進し、ピアサポーターに対す

る支援体制をより充実させるべきと考えるが、本県のピアサポート事業のこれまでの取

組と今後どのように取り組むのか伺います。 

 

次に「子宮頸がんワクチンの接種について」、お伺いします。 若い女性の間で増加傾向

にある子宮頸がんは、20代と 30代で、年間約 2000人が、り患しています。 

子宮頸がんは、年間約 3000 人の女性が命を落としており、20代から 30代の女性が、か

かる癌として最も多く、幼い子供たちを残して亡くなる人が多いことから、「マザーキラ

ー」と呼ばれています。 

子宮頸がんの発生には、ヒトパピローマウイルス（HPVウイルス）の感染が関連していま

す。 

 

このウイルスの感染を予防するのが、「子宮頸がんワクチン」です。 

６年前、国は原則無料で受けられる定期接種に加えましたが、直後から体の痛みなどを

訴える人が相次ぎ、積極的な接種の呼びかけを２か月で中止しました。 

最大で７０％以上あった接種率は、現状、１％未満に激減しています。 

現在では、子宮頸がんワクチンとは何か知らないという人も増え続けています。 

 

６年前の導入時、接種後に痛みや腫れなどの副反応が出たとする訴えが相次ぎ、現在、

国では、ワクチンを無料で、受けられる定期接種に残しながら、積極的な接種の呼びか

けのみを中止しています。 

一方、WHOや日本産科婦人科学会等の団体は、HPVワクチン接種の積極的勧奨の再開を求

める声明を発表しています。 

「今のままでは、ワクチンを知らずに、対象年齢を過ぎてしまう人も出てくる」といっ
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た危機感を持った自治体の間で、ワクチンを周知していこうという取組が出ています。 

千葉県いすみ市や青森県八戸市では、保護者向けに独自の通知を発送したり、世帯向け

に文書の配布をしています。また、岡山県では、メリットとリスクを併記した上でチラ

シを作成し、学校などを通じて保護者や子どもたちに配るほか、ホームページ等を活用

し、周知しています。 

 

私は、子宮頸がんと HPV ワクチンに関する科学的根拠に基づく正しい知識と最新の情報

を県民に対し、発信するべきと考えます。 

 

（質問） 

そこで、知事にお伺いします。 

「マザーキラー」と呼ばれる子宮頸がんと HPV 子宮頸がんワクチンの正しい知識の普及

に力を入れるべきと考えますが、所見を伺います。 

 

次に、今後の「受動喫煙防止対策の実効性を高める取組について」お伺いします。 

改正健康増進法においては、デパート、映画館、ボーリング場など、子どもも利用するよ

うな施設において、 

サービス提供を受けながら加熱式たばこを喫煙することを可能としています。 

 

近年では、煙が少なく健康への影響が少ないイメージのある 加熱式たばこの愛用者

が増えていますが、加熱式たばこのカプセルには、発がん性物質が含まれているとされ

ており、健康を害する可能性が高いことから、これまでも大変、懸念しておりました。 

今回の条例改正議案では、こうした施設での加熱式たばこの喫煙について、紙巻きたば

こ同様の規制を維持するとのことで、現在、常任委員会等の審議に付されているところ

です。 

 

一方、改正健康増進法の施行主体に、政令市と保健所設置市が加わると承知しておりま

すが、経験がない市が、違反が疑われる施設への訪問指導や立入調査を行うことは、ハ

ードルが高いと推察され、県の支援が必要であると考えています。 

 

本県には、平成 22 年度に条例を施行して以来、10年近く、多くの施設を訪問し、禁煙や

分煙の措置が取られるよう指導し、改善を図ってきた実績があります。こうした実績を

活かし、政令市、及び保健所設置市等と連携して実効性を高めることは重要であると考

えます。 

 

（質問） 

そこで知事に伺います。 

県では、今後、政令市及び保健所設置市とどのように連携して実効性のある受動喫煙防

止対策を進めていくのか伺います。 

 

以上です。    
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（対面式へ移る） 

 

＝コメント 一回目＝  

御答弁有難うございます。意見を述べます。 

「がんピアサポーターの育成と活用について」ですが、過日、ある大手企業のキャリア

サポート、ダイバーシティ推進室の責任者の方々とお話をする機会がありました。 

やはり、企業内にがんピアサポートを置く必要性を強く感じられていました。社員に

は、癌に罹患しても働き続けてほしいとおっしゃっていました。 

まさに「がんのスティグマの払拭」が課題になっています。 

「がんとの共生および未病改善について」の今後の取組に期待します。 

（座る）  

 

議長。 

次に 津久井やまゆり園について お伺いします。 

今年 7月 28日に行われた 津久井やまゆり園事件を考え続ける対話集会の中で、事件当

時も津久井やまゆり園の利用者であった 平野和己（かずき）さんのお母さまから当該

利用者さんの園での記録が示されました。 

2014年に入園した翌月となる 2014 年 7 月、そして、事件のあった 2016年 7月の活動記

録であります。 

これは、当該利用者のご家族が、園から取り寄せた活動状況の記録です。 

少々驚くのは、園の外に出てのお散歩などの活動量の少なさです。 

 

2014年 7 月のこの方の記録では、散歩は 3回、一回当たり、一時間程度のものでありま

す。 

2016年 7 月においては、園として、外出を伴う散歩の記録はありません。同じ月の 2016

年 7月のドライブは、25回でありました。 

 

ドライブは、マイクロバスに多くの利用者さんを同乗させて、一時間程度外を廻って、

園に帰るというもので、散歩などの運動はしない傾向にあるとのことです。 

この日程を示された当該のご家族の方は、「一日のほとんどを部屋で過ごし、体力プログ

ラムもなく、利用者さんの体力はどんどん弱っていきます。」と述べています。 

 

利用者さん個人の行動プログラムは、異なるのでしょうが、利用者さんの体力を考えた

日中支援となっていると言えるのでしょうか。 

 

障害者支援施設は、日中の支援は生活介護、夜間の支援は施設入所支援として区別され

ており、必要な支援を行った場合に介護給付費として報酬が支払われます。 

日中支援を行う生活介護では、必要となるリハビリや創作活動を行うほか、本人の希望

に応じて散歩やドライブ等の余暇活動を行い、その報酬は介護給付費として国の定める

基準で施設に支払われます。 



5 

 

 

介護給付費は、散歩やドライブ等、余暇支援の内容により、その額が変わるものではあ

りません。 

 

昨年９月の我が団の相原議員の代表質問への知事答弁では、「障害福祉サービスに従事す

る人材の育成に関して」知事の御所見を開陳して頂きました。 

「施設職員一人一人に対しても、障害当事者やその家族の視点に立った支援の重要性に

ついて伝える」とのことでありました。 

 

検証報告書では、「かながわ共同会の人材育成や人権教育に不足があったため、この事件

が発生したとするのは適切ではないと考えられる」としていますが、これを１００％受

け入れてよいのか、との指摘もあります。 

 

神奈川県に在住の浅野史郎神奈川大学教授をはじめ、当事者も含め、福祉にかかわる少

なくない関係者の皆様から、「やまゆり園は、事件前と現在も全く変わっていない」との

発言が、今もあります。 

 

（質問） 

そこで、知事にお伺いします。 

津久井やまゆり園の再生に向けた取組をしていく中において、津久井やまゆり園事件以

前とそれ以降、指定管理者である「かながわ共同会」による施設運営は、適切であったの

か、県と指定管理者との情報共有に課題はないか、知事の所見を伺います。 

 

（座る） 

 

（再質問） 

議長。 

御答弁有難うございます。一点、再質問をします。 

現状、指定管理者は一者のみが手を挙げる状況です。 

早めに募集要項を作成したり、県外も含めて、広く募集し、複数、指定管理者に手を挙げ

る環境を作るべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 

（座る） 

＝コメント 2 回目＝ 

 

御答弁有難うございます。 

意見を述べます。 

私自身も障害をもつ家族と共に育ち、障害者福祉と福祉の地域移行は、私が政治を目指

す原点でもあります。 

令和元年第二回定例会においての代表質問で、我が会派の楠議員が、横浜市栄区にある 
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社会福祉法人 訪問の家「朋」（とも）を取り上げました。 

日浦美智江先生が創設した、日本で最初の重度障害者の通所施設です。 

 

まさに地域に溶け込んだ重度障害者支援施設は、ここ神奈川県から始まりました。 

津久井やまゆり園については、課題が多いと思います。 

神奈川県の歴史に恥じない施設として頂きたいと思います。 

 

（座る） 

 

議長。 

次に 民間活力を導入した新たな取組と見直しについて、新たな寄附制度としてのネッ

ト通販サイト「ほしい物リスト」の活用について、お伺いします。 

 

黒岩知事は、これまでも既成概念にとらわれない 斬新な発想で県政運営を推進されて

まいりました。 

また、これまでの行政の枠組みを超え、さまざまな民間企業との連携協定を次々と締結

し、民間の力を県内の活性化へと結びつける基盤を構築するなど、施策の展開を図って

参りました。 

黒岩知事の行政手法の一つとして、「寄附の文化」を醸成する視点から、寄附を活用して

参りました。 

狂犬病予防法において、法定必置施設である動物保護センターの建て替えにあたっても、

寄附を活用する方針を示されました。 

私は、この取組についても、寄附を通じて、本県の命を大切にする動物愛護の取組を広

く県民にご理解頂き、人が動物と共に幸せに暮らせる社会の実現に少なからず、寄与し

たものと考えております。 

 

これまで県は、「物品による寄附では、必ずしも施設にとって必要なものを確保できるわ

けではなく、また、ペットフード等の寄附の場合、善意からのものとはいえ、安全性の確

認も必要になること、さらに、寄附された物品の保管スペースの確保など、課題が多い

ため、物品による寄附を募ることは、現時点では考えていない。」 

ということでした。 

 

現在は、新たな情報通信技術やツールの普及によって、様々な新しい寄附の仕組みも登

場しています。 

インターネット上の通販サービスを用いて、「Amazonほしい物リスト」等を活用して、寄

附を募れば、これまで懸念されていた課題は、ほぼ全て、クリアされます。 

 

動物愛護センターのみならず、本県の施設での日常的な物品、例えば、県立病院などの

医療施設で使用する備品、児童相談所の一時保護施設で使用する 布団やおむつ、粉ミル

ク、等も必要な時に必要なもの、基準のあった品物が寄附されます。 
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現在も台風 15 号による被災者支援のため、千葉市による「Amazon ほしいものリスト」の

フル活用が全国的に注目されています。 

リスト化した商品は、寄附があるごとにリアルタイムで、リストから削除されるため、

寄附の重複はシステム上、発生しません。 

 

また、旭川市では、動物愛護センター「あにまある」等に物品寄附をされた場合、レシー

トや領収書を提示し、その金額をふるさと納税の適用をしています。 

 

ふるさと納税については、本県においても県民税の流出が大きな課題となっております。 

そうした中、本県においても地域資源を生かしたツアーなど体験型の返礼品、社会貢献

寄附として、小中学校や福祉施設でのオーケストラ鑑賞機会等の提供を目的とした寄附

を広く募集しています。 

まさに、返礼は「モノからコトへ」と移り、本県においては、自分の善意を誰かのために

使ってほしいとする「返礼しない返礼品」をさらに充実させる必要があります。 

 

（質問） 

そこで知事に伺います。 

新たな寄附制度としてネット通販サイト「ほしい物リスト」を活用し、物納寄附を募る

仕組みを本県においても、取り入れるべきと考えますが、いかがでしょうか。 

また、「寄附者がふるさと納税の適用を希望すれば、税額控除や県外寄附者へ返礼品など、

通常のふるさと納税と同様の対応が可能」となることから、ふるさと納税の仕組の導入

を検討するべきと考えますが、所見を伺います。 

 

次に 

食品ロス削減に向けたフードバンク・フードドライブ活動の支援について、お伺いしま

す。 

フードバンク活動とは、食品の品質上は問題がないにもかかわらず、包装の破損などに

より流通ルートから、外されてしまったものを企業などから無料で譲り受け、福祉施設

などに無償で提供する取組です。 

この取組は、県内においても、フードバンクシステムの確立をめざす「公益社団法人フ

ードバンクかながわ」をはじめ、様々な団体が、活動されているところです。 

 

併せて、様々な催しの中で、賞味期限前であっても家庭に眠っている食品を持ち寄るフ

ードドライブも県内では行われています。 

これら活動が広がることは食品ロスを少しでも減らすことになり、循環型社会の構築に

もつながります。 

 

子供食堂は、経済的な事情や共働き世帯など様々な理由のため十分な食事をとることが

難しい子供たちに無料、又は安い利用料で夕食などを提供している子供たちを支援 

する取組です。 
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私の地元厚木市においても、厚木 YMCA など様々な団体が、子ども食堂を定期的に行い、

私も子供たちと共に時々お伺いしております。 

 

8月 31日と今月 1日、県立厚木東高校で、生徒が主体となり、フードバンクの取組をす

るということで、激励に参りました。 

これは、同校の家庭科の授業でフードデザインを学んでいる生徒らが、“食”に関する知

識を学ぶ中で、現在、深刻な社会問題になっている食品ロスを知り、その対策としてフ

ードバンクに着目し、厚木市内で「フードバンク」事業にとりくむ『特定非営利活動法人

Ｈｅａｒｔ34（みいよ）』の協力を得て、実現に至ったものです。 

食品ロスは、私の住む厚木市だけでも年間６，０００トンと聞きます。 

 

このような中で、本県も、フードバンクかながわや、厚木東高校の生徒達のように主体

となって、食品ロス削減に有効な取組の一つである、フードバンク、フードドライブの

活動に関わる方々をしっかり支援していく必要があると考えます。 

 

（質問） 

そこで知事に伺います。 

まずは、フードバンク、フードドライブの活動について、広く知って頂くことから始め

る取組として、県内のイベント等に講師の派遣を要請して、青少年を含む県民の皆様に

活動の意義を認識して頂くことはどうか。 

また、県の施設や、県が主催するイベント等で関係団体が設置する「フードドライブ寄

贈食品・回収ボックス」を広く受入れる協力体制を整えてはどうか、所見を伺います。 

 

次に   

新しい価値観による外国人観光客に対するプロモーションについて、お伺いします。 

いよいよ、明後日からは、世界中が注目するラグビーワールドカップの開催となります。 

本県においては、海外の富裕層を県内に呼び込むため、ラグジュアリーな体験やヘルス

ケア、ナイトタイムエコノミーなどを含む、富裕層の趣向に合致した旅行商品の企画・

商品化を促進している所です。 

 

そうした中、本年 8 月 8 日に「浮世絵カフェ」もグランドオープンしました。私も、初

日、実際にお伺いしました。 

浮世絵カフェは、2000 万円をかけて、初日から 10日間、20 回公演で、142名であったと

のことであります。 

私はこれまでも、所管常任委員会等において、本県のインバウンド戦略は，ニーズの掘

り起こし手法も含めて、極めてステレオタイプ的であると指摘をして参りました。 

黒岩知事の目指すマグネットカルチャーを活用したインバウンド戦略を考えた場合、改

善の余地があるのではないかと私は感じています。 

 

日本政府観光局特別顧問 デービッド・アトキンソン氏は、海外からの観光客の八割以
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上が、アジアから来られているけれども、欧米やオーストラリアなどからの観光客は、 

滞在型であり、一人当たりの落とす金額が大きく、今後マーケットの開拓が必要である。

と述べています。 

 

そうした中で、同氏は、日本にたくさんある文化財の利活用が十分されておらず、整備

と利活用の推進こそが必要である。と述べています。 

また、滞在型の観光客を引き留めるには、イベントの充実なども含めた多様な取組こそ

が必要となります。 

 

私は、本物を見つけ出して、提供することが必要と考え、文化財を整備する一方で、「『北

国の雪かき』だって、生活文化体験として売り込めば商品化できる」といった知恵を使

った戦略が求められていると考えています。 

 

例えば、先進国といわれる欧米においても、環境問題、特にマイクロプラスチック等、ご

みやリサイクルに関わる施設や防災関係施設は、富裕層を問わず人気があります。 

私は、本県の誇るゴミの分別処理技術やリサイクル、最終処分場であるとか、厚木市に

ある県総合防災センターに併設されている実践的トレーニングセンター『かながわ版デ

ィザスターシティ』等も、活用すれば、外国人観光客にとっては、魅力的なものとなるの

ではないかと考えています。 

 

我が会派では先月、県政調査にて秋田県を訪れ、秋田駅からローカル線に乗って、秋田

県動物愛護センター「ワンニャピアあきた」を視察させて頂きました。 

今年 4 月に新たに開所したこちらの施設は、愛称やマスコットキャラクターを公募する

など、県民に親しまれる施設としています。 

動物愛護センターを観光施設とも位置付けています。 

外国人観光客にも多く訪れて頂くため、空港やレンタカー営業所にて、リーフレット配

布等をしています。 

夏休み前の 6月と 7 月、2ヶ月間で、14,000 人の来場者があったとのことであります。 

  

また、ゆとりと快適性を追求する「スペース１・３」という考え方があります。 

私は、横浜スタジアムや神宮球場に野球観戦に出かけますが、隣に男性が座ると非常に

きゅうくつに感じます。 

これは、演劇やコンサートに足を運んでも、同じで、両隣に座られると非常にきゅうく

つに感じます。 

 

例えば自動車は、日産サニーとトヨタカローラの室内サイズの競争を経て、今の大きさ

になりました。50年以上も前のことです。 

電車に乗っても、7 人掛けに大男がそろって座ると非常にきゅうくつです。 

職場のいすや机も、同じであります。 
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「スペース１・３」というのは、そうしたスペースを広げて、生活にゆとりと快適性を追

求しようとする考え方です。 

 

私は、これからの本県の観光振興を考えるにあたっては、富裕層をターゲットとするに

しても、ゆとりと快適性の追求なくしては、取り込めないと考えますし、これまでの外

国人に対するステレオタイプ的なアプローチからの脱却が、不可欠であると考えていま

す。 

 

（質問） 

そこで知事にお伺いします。 

地方へのインバウンドの誘客が進む中、県外にある他の観光地との差別化を図っていく

ためにも、今後は本県の魅力的な資源を活用し、特別感を得られるなど、新しい価値観

により、外国人観光客に向けた観光プロモーションを行っていくことが必要であると考

えます。県として、どのように考えられているのか、所見を伺います。 

 

次に  

日本郵政の不適切な保険販売問題と「地域見守り活動に関する協定」について、お伺い

します。 

日本郵便は、日本郵便株式会社法により、その業務の範囲が定められています。 

郵便局は、単なる民間会社ではなく、公共の一部を担っています。 

本県においても、日本郵便とは「地域見守り活動に関する協定」を締結しています。 

 

2012年に発覚した、日本郵政グループの「かんぽ生命」の保険金不払い事件は、2007 年

以降の 5 年間で、10 万件、金額にして 100 億円もの規模であり、金融庁に指摘されてか

ら、どんどん不払いが出てきた本事案は、極めて悪質なものでありました。 

 

その後、主に高齢者を狙い撃ちした不適切販売も大きく報道されており、顧客に不利益

となる保険の乗り換え契約が次々と発覚し、顧客軽視の営業実態が次々と明らかになっ

ています。 

日本郵政グループの問題は、かんぽ生命の保険販売だけではなく、ゆうちょ銀行による

「投資信託」の販売でもルール違反が発覚しています。 

ゆうちょ銀行店舗の約 9割で確認作業に不備があり、高齢者取引の 4割に達しています。 

 

高齢者や地方在住者が「郵便局」に寄せる信頼は絶対的であり、これを利用した、個人宅

を訪問する業務における不誠実、不正な行為は許しがたいものであります。 

 

（質問） 

そこで知事に伺います。 

こうした郵便局による不適切な保険販売問題に関し、県内の消費生活相談窓口である本

県では、被害にあわれた方への相談対応や、情報の収集・提供をどのように行っている
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のか。また、日本郵便と締結している「地域見守り活動に関する協定」について、見直す

考えはないのか、所見を伺います。 

 

（座る） 

 

 

＝コメント 3 回目＝ 

御答弁有難うございました。 

順序を入れ替えて、意見と要望を申し上げます。 

 

日本郵政の不適切な保険販売問題と「地域見守り活動に関する協定」について、であり

ますが、保険の大規模な不正販売が発覚したかんぽ生命保険と日本郵便に対し、金融庁

が、先週 11日から保険業法に基づく立ち入り検査を実施しています。検査期間は、2か

月以上に及ぶとの報道もあります。 

早ければ、年内にも行政処分が出されるとのことです。 

 

本日は、津久井やまゆり園についても取り上げましたが、福祉の地域移行を考えた場合

「高齢者は地域で見守るべき」と私自身も強く考えています。 

ただ、ご近所といっても善意の人ばかりではありません。認知症の人に、そうとわかっ

ていながらたくさん買い物をさせたり、悪徳工務店が勝手に家に上がりこんでリフォー

ムをしたり、というトラブルも多く耳にします。 

 

郵便局による不適切な保険販売問題も、老後資金を使うといったことでは、同じです。 

いま貯金がどのくらいあるのか、郵便貯金の貯金額を確認してから、営業に出るなどの

悪質事例も報道されています。 

 

ノルマがきついと認知症であると気づきながらも、営業に行き契約させてしまう。一人

で 23の保険商品を知らないうちに契約された高齢者もいたともあり、事実であるとした

ら、許しがたいことです。 

 

殆どの郵便局員は、善良でまじめな社員だと思いますが、これまでも、NHKなどでこの不

適切販売の実態が、極めて具体的に報道されていましたが、何も動かなかった郵便局、

ひいては、監督するべき金融庁の責任は、極めて重いと私は思っています。 

ぜひ、正しい対応をお取り頂きたいと願います。 

 

～～～～～ 

 

次に 

新たな寄附制度としてのネット通販サイト「ほしい物リスト」の活用について、であり

ますが、 
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本県においては、本年 1月、高校生を対象にした「寄付の教室 in 神奈川」を開催する

など、寄付の文化を醸成する取組を幅広く、展開しているところであると承知していま

す。 

最初は、動物愛護センターであるとか、県立病院だとか、児童相談所関係施設などから、

小さく導入し、その後、広く、募るというのはいかがでしょうか。 

例えば、「がんセンターで命を助けてもらった。お礼をしたいけれども、手土産を渡す

ことはできない」「恵まれない子供達に何かしてあげたい」といった要望は多いと 

思います。 

もちろん、ふるさと納税などの活用が、それに近いわけですが、お金ではなく、商品を

購入して寄附することで、寄附される方の満足度も大いに上がるのではないかと考えて

います。 

 

～～～～～ 

次に 新しい価値観による外国人観光客に対するプロモーションについて、であります

が、黒岩知事の一期目に出されたコンセプトに「ブロードウエイの街づくり」というも

のがありました。 

その後のマグカルにつながって参りますが、私は、このように知事が、コンセプトを明

確に分かりやすく発信することについては、他の都道府県より優れていると高く評価し

ています。 

今後、爆発的に富裕層を中心とする外国人観光客がやってくることを強く期待します。 

 

今回、ゆとりと快適性の追求について触れましたが、浮世絵カフェについても、そうし

た視点から、海外の富裕層を満足させるには、課題が大きいと個人的には感じました。 

「まちをひらく」政策に長けている黒岩知事の政策ですが、浮世絵カフェに関して言え

ば、むしろ空間を閉じてしまっているように感じました。 

「外国人はこういうものが好きなんだ」という「パターナリズム」からの脱却が、必要で

す。 

 

昨日、国内外の観光客へ神奈川県の魅力をPRするポスター・チラシ「A step away from 

Tokyo」が発表されました。 

国際文化観光局の取組は、応援しておりますが、効果をきちんと検証して頂きたいと要

望します。 

 

私は、本県の魅力を海外のお客様に知って頂くには、常に県民目線を忘れず、本県の得

意なことを追求していくことの中でしか、成果として現れないと考えています。 

ステレオタイプの思い込みを排して、神奈川らしい外国人観光客の誘致に強く期待しま

す。 

 

～～～～～ 

次に 
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食品ロス削減に向けたフードバンク・フードドライブ活動の支援について、ですが、フ

ードバンクかながわ や、厚木東高校においてのフードバンク活動、厚木市でのフード

バンクや厚木市内の子ども食堂など、現場に足を運び、お話をお伺いしておりますが、

それぞれの団体は、必ずしも、効率的で有効な横の協力関係が築けているわけではない

と強く感じました。 

広域自治体である県が、しっかりとその任を担っていただけるよう強く要望します。 

 

 

以上で私の質問を終わります。 

ありがとうございました。 

 


