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武道振興議員連盟幹事長に就任
神奈川県内の武道を振興しようと、超党派の県議会議員 44 名が集まって「神
奈川県議会武道振興議員連盟」が結成されています。この度私はこの議員連盟
の幹事長に就任しました。そして去る 11 月 2 日には県内の各種武道団体の代
表の皆様にお集まり頂き、東海大学常務理事の橋本敏明先生を講師としてお招
きし「武道憲章に学ぶ」と題して講演をして頂きました。
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えびな特別支援学校開校へ
いよいよ『えびな特別支援学校』が本

商工会議所・商業部会にて講演

年 4 月より開校致します。障がいをお持

去る 11 月 25 日、商工会議所の会員の皆様に招かれ「情報最前線・神奈川の
今後の動向」というテーマを与えられての講演をして参りました。現在神奈川
県が進める「ロボット産業特区」「ライフイノベーション総合特区」「未病を治
す取り組み」などについてお話をさせて頂きました。

ちの海老名の子供達にとって、これまで
市外の学校へ通学することが大きな負担

となっていました。今回海老名市内に特

別支援学校ができることによって、その

マイナンバーカードの写真を撮影します
長田事務所ではマイナンバーカードを作る際の顔写真の撮影とプリントをさ
せて頂いています。これが案外好評で、連日何人かの方たちが事務所の張り紙
を見て撮影に来て下さいます。印画紙の費用 20 円だけ頂いておりますが、5
分もかからずにできますので、是非ご利用下さい。

負担は軽減できるものと思います。もち
ろん設備や教育内容も県内で最も新し

く、そして充実したものとして開校させ

ます。ただし、心配な面もあります。それは、最寄の厚木駅から徒歩で学校に通ったり、路線

バスを利用して自力通学する生徒の安全確保のこと。県としても学校正面に信号を移設するな
ど、できる限りの対応を図って参りますが、近隣住民の皆様にも是非温かい目で生徒の通学を
見守ってあげて欲しいと思います。

小説を書きました
小説もどきと言うべきでしょうか・・海老名に昔から伝わる民話をモチーフ
にして現代の海老名で巻き起こる出来事を物語にして書いてみました。海老名
駅西口に新しくオープンした「RICOH Future House（リコー・フューチャー
ハウス）」の中にある「RICOH Ebina Creative Shop（リコー・エビナ・クリエイティ
ブショップ）」のご協力で製本致しましたので、よろしかったら読んでみてく
ださい。本は長田進治事務所にあります。

この人紹介 本郷寄席でおなじみ「林家たけ平」真打ち昇進
落語家

林家たけ平 さん

林家たけ平ホームページ

犬、猫の殺処分ゼロを達成し続けている『神奈川県動物保護センター』はこの度建て替えが

決まり、名実共に動物を生かす施設として生まれ変わります。これまで犬や猫の殺処分を行っ
ていたガス室や火葬を行っていた焼却施設は廃止され、代わりに動物がのびのびと過ごせるス
ペースや、子供達やボランティアの皆さんが動物

とふれあい、活動できるスペースを確保します。

FM カオンや市内のあちこちで開かれている高座でもおなじみの林家たけ平さんが、
いよいよ 3 月、真打ちに昇進することが決まりました！今回の本郷寄席はたけ平さ
んの真打ち昇進をお祝いする意味でも盛大に開催致しますので皆さん是非お越しく
ださい。

寄本
席郷

『殺す施設』から『生かす施設』
へ！
県動物保護センター完全リニューアル

日時：平成 28 年 1 月 10 日 ( 日 ) AM11:00 〜 PM12:30
場所：本郷コミセン 木戸銭 1,000 円（ドリンク付）
その他の出演 : 林家ぼたん ( 真打ち昇進 ) フラスタジオ・マヒナ
● 参加希望の方は 長田進治事務所☎046-236-0505 まで！

http://hayashiya-takehei.jpn.org/index.html

また、施設の建設にあたっては県民の皆さんから
の募金を受け付けています。詳しくは「神奈川県

動物保護センター」のホームページからご確認下
さい。

神奈川県動物保護センター PR 動画

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6546/

( 神奈川県動物保護センター動画 ) で検索できます。
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九月補正予算可決
一般会計 歳入
款別

奈川県の 2014 年合計特殊出生率や、7 月に実施された県
民意識調査によると県の希望出生率は 1.42 と全国平均を大
きく下回っている。人口減少に歯止めをかけ、底上げをす
るためにも既に人口減少が始まっている三浦半島地域や県西地域な
どに重点的に対策を講じていく必要がある。9 月 10 日、神奈川県
議会代表質問において、嶋村ただし議員（横浜市港北区・自民党県
議団政務調査会長）は知事に対し本県の目指すべき人口ビジョンを
提示した。
の 人 口 は 数 年 後 に は 減 少 に 転 じ、
2025 年頃に 900 万人を下回り、
その後も減少を続けると予想されて
いる。7 月に策定された「かながわグラン
ドデザイン 第 2 期実計画」では、人口減少
への取り組みとして「神奈川への新しいし
ごと・ひとの流れをつくる」「若い世代の結
婚・出産・子育ての希望をかなえる」「地域
資源を活用したプロジェクトの推進」が上
げられている。昨年 11 月に施行された「ま
ち・ひと・しごと創生法」に基づき、本県
が今後策定する「総合戦略」にも、明確な
人口ビジョンへの見通しを持ち、地方創生
に向けた神奈川県独自の戦略を打ち出して
いかなくてはならないと訴えた。
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国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』
（平成 25（2013）年３月推計）より

神奈川県の将来人口

補正前の額 補正額
12,101.7
1,722.7
84.8
960.7
0.2
4,814.9
19,685.1

5.6
22.2
0.04
6.3
7.2
41.2

一般会計 歳出
款別
総務費
県民費
補正
衛生費
区分
商工費
教育費
その他
歳出合計

補正後
12,107.3
1,744.9
84.8
967.0
7.4
4,814.9
19,726.4
（単位：億円）

補正前の額 補正額
2,926.7
127.9
433.3
153.2
5,998.5
10,045.5
19,685.1

0.2
0.1
39.1
0.5
1.4
41.2

補正後
2,926.9
128.0
472.3
153.7
5,999.9
10,045.5
19,726.4

※この資料の金額は表示未満切捨てのため合計に符合しないことがあります。

算委員会は長田進治委員長（海老名市）のもと、10 月 7 日に開催され、6 月の補正予算編成後に新
たに必要となった政策課題に対応するため、国からの交付金を原資として総額約 41 億 2400 万円の
補正予算を可決した。
特徴的な事業としては、オリンピック・パラリンピックに向け、藤沢市にある県立体育センターを再整備
するために 1 億 3474 万円、箱根大涌谷の火山活動調査にも使用できるロボットの開発に 2300 万円の予
算が組まれている。

880
860
840
820
800
780

万人

県税
国庫支出金
補正
財産収入
区分
繰入金
繰越金
その他
歳入合計

（単位：億円）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

年のオリンピック・パラリンピックでは、多くの外国人観光客が神
奈川県にも訪れると考えられる。そのため訪れる観光客や県民の安全
と安心のために、より一層の治安対策の強化が必要である。嶋村議員は県警察本
部長に対して防犯カメラの官民連携による設置運用の推進を訴えた。現在、県警
の防犯カメラは県内 11 地区に合計 100 台設置されているが、住宅地や公園な
ど県民の生活に近い場所への設置は十分とは言え、県の財政状況を鑑みても県警
察だけの取り組みには限界があるため、これからは積極的に官民が連携して、県
内に広く防犯カメラが設置されるよう要望した。

決算特別委員会
成 26 年度の神奈川県一般会計予算・特別会
計予算・公営企業会計及び病院事業会計の
決算を審査する決算特別委員会が 10 月 19 日
から 11 月 10 日まで開催された。
加藤元弥議員（横浜市西区・
自民党県議団副団長）が委員長
を勤め、32 名の決算委員のうち
16 名の自民党議員が委員とな
り、税の運用状況を精査し今後
の予算編成に生かすべく審査を
行った。
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49 名の自民党議員からなる、神奈川
県議会の最大会派。梅沢裕之議員（横
浜市神奈川区）が団長を務め、政務調
査会長を嶋村ただし議員（横浜市港北
区）が務める。所属する土井りゅうす
け議員（川崎市多摩区）は県議会議長
を務め、議会運営委員会委員長を桐生
秀昭議員（横浜市港南区）が務める。
お問い合わせ▶ TEL：045（210）7600

FAX：045（210）8910

HP アドレス▶ h ttp : w w w . k a n a g a wa j i mi n .j p
住所▶ 神奈川県横浜市中区日本大通１
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