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万円
回に

月

日～

月

日

の取り組みを進めています。今回

県は「電子化全開宣言」をかかげ、

県議会改革の取り組み

くさか景子のほっとコラム

年第３回神奈川県議会定例会報告 前半
億

地域限定保育士試験年

保育士の確保が急務のため神奈川

万円

15

くさか景子のハチドリのひとしずく

平成
補正予算
箱根山 警戒レベル２に引き下げ
メー

県ではこれまでの年１回から２回に

大涌谷警戒区域の規制半径
トルに縮小。温泉供給施設のメンテナ

試験の機会を増やす

メントづくり

女性の活躍を応援する社会的ムーブ

ンスが再開され、旅館などへの温泉供
給量が増加の見込み。
・火山活動対応ロボット開発促進費
万円

企業のトップが参加する「かなが

わ女性の活躍応援団」のシンポジュ
ウム、人材の採用をサポート

8

新たに本会議場にスクリーンを設置

します。また議員の現在のノート

に代わり、タブレット端末を導入し将

来本会議場でも活用されることにな

ります。

昨年視察した韓国京畿道庁の本会

が

化が大い

議場ではすでに議員一人一人に

配備され、ペーパーレス化

に進んでいます。

万

さらに、火山活動の影響を受けた
オリ

個

平成 年 月より
億円
約 億円（国庫 億 万円）
×
年 使い道―「地震、火山対策・
在宅医療・在宅歯科医療の充実、
ゲリラ豪雨自然災害対策」
「

とになりました。費用は

千円。寄木細工の魅力を県民にア

2

ンピックに向けて幹線道路整備」
万円

ピール。

5

・オリンピックパラリンピック推進
事業費

セーリング会場江の島の会場整備費
の調整や機運醸成の広報

1

箱根産品を利用する方針で、本会議

地域医療介護の充実に向けて

9

回復期病棟の増床、緩和ケア推進、

年

大涌谷周辺火山活動にロボットを活用
実用化へ
法人県民税、事業税の超過課税

1118

場の議席札を寄木細工で作成するこ

延長

PC

2

8390

福島県議会議員 6 期目を目指す西丸武
進さんと（11 月選挙）
二人は 3.11 東日本大震災後、脱原発で
意気投合する

2020
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PC

500
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ICT

2403
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ICT
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がん診療口腔ケア推進など

27

2000

３９

2300
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常任委員会報告
神奈川県議会は本会議と委員会（
８つの常任委員会と
年

月から利用開始となるマイ

私は神奈川県議会本会議を初めて

傍聴しました。茅ヶ崎市議会は以前傍

聴させていただいたのですが、市議会

と県議会を比較すると、県議会の方
事務、県

移転されることについての質問では、

ました。私も知事と同じように、県の

労働―雇用保険等
②税―確定申告、届出等

政策に合ったものは県に留めておくべ

県議会では、私たち県民が払ってい

きだと思います。

類省略、行政の事務効率化、省力化であ

る税金がどのように使われているのか

医療助成制度ができてほぼ１ヶ月。県

く理解していない人も多いはずである。

が良くわかる場所だと思います。機

・

会があればまた傍聴したいと思いま

る被害防止のため、
特定個人情報の提供、

内各地で相談

みの受診であったが、紹介の専門医療機

収集を制限する。

は、
県のたよりなどで概要説明も出るが、

不安もある中での利用開始であり県で

関や地域の医療機関にも拡大し、支援が
強化された。上限なしの医療費の自己負
担分、通院・入院手当などが支給。

丁寧な説明が求められる。

す。

また、個人情報の漏洩や不正使用によ

るが、

月からの利用開始にあたり、よ

メリットは、申請手続きの際の添付書

③防災―被災者生活再建支援金の支給等

黒岩知事も断固反対とおっしゃってい

浜市にある理化学研究所が愛知県へ

倍首相の「
地方創生」
の政策を受け、横

特に今回の民主党代表質問では、安

た。

を受けやすい、ということを感じまし

月からマイナンバー（個人番号）の
年

となる。利用分野は国

通知がされ、

手術・化学療法・放射線治療に続き、患

事

が良くも悪くもより国の政策の影響

ナンバー制度

平成

つの特別委員会）
で構成 行財政改革・地方分権特別委員会
月 日

ワクチンセンター

されており、くさか景子は厚生常任委員会、行財政改革・
地方分権特別委員会に
所属しています。

厚生常任委員会

傍
聴
記

福祉、医療―医療保険・生活保護など

利用

年金―年金の資格取得、確認、給付に

①社会保障

分野。

務、

臨床試験や治験として実施。

者への負担が少ない第４の治療法として

万円の内およそ
年以上の県民・所

子宮頸がんワクチン健康被害支援制

5

件。当初対象医療機関の

度

10

月より運用開始

1

月より県立ガンセンターでの重粒

子線治療費
助される。県内在住
得制限なし・先進医療特約保険より全額
支給者は対象外。国では重粒子線治療に
関する先進医療の見直しがされており、
国に対して県からも重粒子線治療の保険
適用を要望。されない場合、先進医療
：未承認の医薬品や医療機器を使わず、有

継続を要望している。
先*進医療

：有効性が十分明らかでなく、厳格な条

効性がある程度明らかなもの。
先進医療

年半。
主に

件下で臨床試験として実施し、有効性などの審査を受け
るもの。

漢方サポートセンター
がんセンターに併設して

がん患者を対象に漢方薬を活用して西洋
医学による治療の補助、合併症の軽減、
漢方治療相談を行う。漢方外来や栄養サ
ポートに薬膳的機能を案内。先日視察し

治験募集もしています。
HP をご覧ください。

注目、期待されている。現在、患者へは

がんセンターに併設。
がん免疫療法は、

28
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5

割が補

の補助

県がんセンター重粒子線治療費１割
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た中国でも効果を上げていた漢方を神奈

O
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川県でも有効に活用してもらいたい。

N

神奈川県議会傍聴席から

1

3

1

A
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H
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350
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参加費

4,000 円（昼食代・みかん狩り代金・保険料など） 当日現金払い

定員

50 名（事前申込み制）

ていました。現在の日本は、西洋医学に重

8:15 集合⇒8:45 出発⇒温泉地学研究所⇒昼食（鈴廣 えれんなごっ

中国上海視察―漢方医療

行程

きがおかれ、はり・
マッサージは保険もき

茅ヶ崎市営駐車場と中央公園の間の道

日

集合場所

日～

11 月 10 日（火）

８月

2015 年

かず、診療科とはなっていません。

日時

がんの中医
県議会民主党厚生部会で「

⇒茅ヶ崎 17:30 着予定

中国四千年の歴史を誇る漢方、すべての
動物・
植物・
鉱物には様々な効用がありま

ており、女学生の方が多いそうです。併設

そ ビュッフェスタイル）⇒鈴廣見学⇒みかん狩り

（
中国伝統医学）
漢方治療」
「
未病対策」
を
視察しました。

最後に大学を訪れました。 年上海中

るわけです。

日本では死亡原因のトップはがんであり、 す。その乾燥したものを病気によって煎じ
人に１人ががんにかかる時代です。日

本では最先端医療の粒子線治療が主流で、
医学大学として再編成され、ハイレベルの
中医学人材教育システムの形成、中国の高

月から重粒

子線治療が始まります。神奈川県がんセ
等中医学教育・
医療・
科学研究の重要な拠

神奈川県がんセンターでも
ンターには全国でも珍しい漢方サポート

点となっています。 人の学生が勉強し

国では中医学漢方をがん治療にどのよう

の博物館には、中医学の歴史と貴重な資

E-Mail: future@grace.ocn.ne.jp

センターが設置されています。そこで、中
に生かしているのかを調査するため、上海

料や展示物がたくさんありました。
中医学漢方を積極的に神奈川でも取り

中医学大学付属病院龍華医院と曙光医院
を訪ねました。

さらに、上海に住む日本人のための医療

入れ、癌治療に役立てたいと考えます。

の点滴や飲み薬など患者ごとに処方しま

サービスを行う会社を訪問しました。神

がんの手術をした後の治療として、漢方
す。効果は、免疫力があがり生存率もあ

上海聖傑の張社長と

奈川県とも友好のある張社長は日本人を
とても大切にしてくださっています。

Tel&Fax: ０４６７-５８-０２９０

7000

がっているそうです。さらに、鍼灸・
マッサ
ージ・
吸玉が未
病 治 療 と して

くさか景子と未来をつくる会（くさか景子事務所内）までお申し込みください

申込方法

病院内にしっか
り位 置 づけ さ
れており、私た
ちが行った時に

に来ていました。中国伝統医学が今も健
在であり、治療に効果を上げています。

神奈川県の地質と地震活動、地下活動について知識を得ましょう。小田原発 再生可
能エネルギーとは？じっくり見学しましょう！

29

はちょうど日本人の若い医師たちも研修

漢方の点滴

昔は日本でも薬草を煎じた薬を使用し

神奈川県温泉地学研究所・
鈴廣かまぼこの再生可能エネルギーの取り組み見学とみかん狩り

27
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・景子の神奈川行脚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【2015年5月】
１日 役員会、団会議
5日 少年野球閉会式 浜景総会 折原氏をしのぶ会
7日 駅頭 連合神奈川あいさつ、役員会、団会議、連合街頭
8日 駅頭 役員会 団会議
9日 WE21ジャパンちがさき定例会
10日 WE21ジャパンちがさき総会 TOTOマリーマーケット アロハマーケット ドットJP打ち合わせ
12日 駅頭 本会議 打ち合わせ
13日 湘南シニアクラブ江ノ島を歩く会 湘南教祖大会 県女性センター見学
14日 演劇鑑賞会例会 ライオンズクラブ理事会
15日 駅頭 市民相談 総務部会 おひさま監査
16日 子宮頸がん被害者の会 総会
17日 円蔵自治会運動会 湘南祭 老人会 三線大会
18日 全国フェミニスト議員連盟定例会
19日 本会議 厚生部会
20日 部会長会議 本会議
21日 厚生常任委員会 ライオニズクラブ定例会
22日 本会議 打ち合わせ
23日 老人クラブ運動会 日中友好協会打ち合わせ
24日 土建大会 打ち合わせ 城山三郎の会 舞台芸術協会 お通夜
25日 JR東労組議員懇談会
26日 駅頭 自閉症児者親の会 郷土会
27日 おひさま保育 原発のない社会をつくるグリーンテーブル
28日 日下景子バスツアー
29日 駅頭 女性議員の会
30日 茅小運動会 おひさま保育舎総会 アーサービナードさん講演会
31日 女性の安全と健康講演会
【2015年6月】
1日 おひさま保育 献血運動 防衛協会総会
2日 駅頭 ライオンズクラブ打ち合わせ 看板設置 市政懇談会
3～4日 老人会バスツアー ライオンズクラブ定例会
5日 駅頭 TAＪ監査
6日 民主党県連大会 映画会(滝をみにいく）
7日 土建大会 TAＪ総会
8日 おひさま保育 市民相談 選対会議
10日 駅頭 公園整備 演劇鑑賞会
11日 議運打ち合わせ 予算説明 ライオンズクラブ寄席
12日 社労士会懇親会
13日 公園整備 WE21ジャパンちがさき定例会
14日 消防団家族会地引網 自治労居住者会議地引網
15日 常任委員会
16日 全国フェミニスト議員連盟監査 ライオンズクラブ打ち合わせ
17日 おひさま保育 商工会議所懇談会
18日 駅頭 本会議 議案説明 手話講習会 打ち合わせ
19日 国民連合懇談会
20日 新教祖大会 連合神奈川活動 南湖市民集会
21日 岸議員地引網 学童保育の会総会
22日 本会議 ライオンズクラブ総会
23日 本会議 湘南地域連合懇談会
24日 駅頭 本会議 立憲フォーラム ちがさきＴＶ出演
25日 おひさま保育 市政調査
26日 駅頭 本会議
27日 茅ヶ崎日中友好協会定例会 おひさま保育舎おまつり
28日 全国フェミニスト議員連盟総会
29日 おひさま保育 本会議 厚生部会懇親会
30日 駅頭 Ｑの会クオータ制を考える会 裂画展

【2015年7月】
1日 連合神奈川街頭活動
2日 常任委員会 ライオンズクラブ定例会
3日 特別委員会 おひさまミーティング
4日 サザンビーチ海開き 中華料理教室 豊島きよし氏パーティー
5日 JR東労組定期大会 女性議員ネットワーク研究会
6日 さがみ線複線化期成同盟総会
7日 駅頭 市民相談 打ち合わせ
8日 常任委員会
9日 生活クラブしゅっしー 県遺族会平和式典 打ち合わせ ライオンズクラブ
10日 おひさま保育 団会議 知事との懇談
11日 厚木市議選応援 茅ケ崎日中友好協会総会 市長集会
12日 ふぇみん分科会 電力自由化講演会
13日 本会議
14日 予算要望ヒアリング 打ち合わせ
15日 予算要望ヒアリング
16日 おひさま保育 タウンニュース取材
17日 駅頭 打ち合わせ
18日 チラシまき 湘南シニアクラブ定例会
20日 浜降祭
元法務大臣 平岡秀夫さんと
岩国サマーセミナーで
21日 藤沢大磯線期成同盟会総会
23日 おひさま保育 新聞取材 革新懇オール沖縄講演会
24日 駅頭 一斉チラシまき 日韓議員連盟総領事パーティー
25～26日 岩国 全国フェミニスト議員連盟サマーセミナー
27日 連合神奈川ヒアリング 県庁で打ち合わせ
28日 駅頭 演劇鑑賞会 ドットJP面接 打ち合わせ
30日 おひさま保育 チラシまき
【2015年8月】
3日 ＦＲＮ 厚生委員会県内視察 意見交換会
4日 駅頭 市民相談 ライオンズクラブセミナー 映画内覧会 くさか後援会懇親会
5日 湘南地域連合意見交換会 ライオンズクラブ会議
6日 駅頭 原爆展 打ち合わせ 連合街頭 ライオンズクラブ定例会
7日 おひさま保育 チラシまき 盆おどり
8日 公園整備 WE21ジャパンちがさき会議 盆おどり 映画会（ザ 思いやり）
9日 ロケット式典 宇宙教室 盆おどり
10日 チラシまき 映画街頭
11日 駅頭 打ち合わせ チラシまき
13日 駅頭 光復節記念式典 打ち合わせ 盆おどり
14日 チラシまき 盆おどり
15日 神奈川戦没者慰霊式 平和のつどい 演劇鑑賞 盆おどり
アート TV 出演
17日 おひさま保育 チラシまき
20日 おひさま保育 映画チラシまき ライオンズクラブ理事会
21日 駅頭 こどもの司法面接学習会 沖縄辺野古新基地反対アクション
22日 男女共同参画委員会 JR地本平和ウィーク ピースウオーク 盆おどり
24日 駅頭 ライオンズクラブ アートTV出演
25日 駅頭 老人会バス旅行
27～29日 民主党かながわクラブ厚生部会 上海視察
30日 西丸県議ボランティア講座 災害復興住宅視察
編集後記
★9 月は日本にとって決断の月でした。安保法案は可決し、日本
は今後どのようになっていくのでしょうか？衆議院議員解散総
選挙で国民に問うことを何故しなかったのでしょうか？私たち
の国のことです。考え続けていきましょう！
★秋の空気を満喫してリラックスしましょう。深呼吸は全身に空
気を送り込むのにとても良い方法です。 T.I

