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平成 30 年第 3回定例会	 厚生常任委員会	

	

平成 30 年 12 月 13 日	

髙橋(稔)委員	

	 はじめに、議案であります神奈川県がん情報等の提供に係る手数料条例につ

いて何点か伺ってまいります。	

	 まずは、前回の議会のときに、本県の地域がん登録の優位性ということにつ

いて伺ったが、昭和 45 年以来、約 125 万件ものがん登録データを保有している

ということで、質問の中でもＴＮＭ分類など、いろいろ専門的ながんの進行度

に応じて情報を収集しているということで伺ったところございますが、確認の

意味を含めまして、もう一度本県の地域がん登録の優位性について確認させて

いただきます。	

がん・疾病対策課長	

	 本県の地域がん登録は 1970 年に開始されており、約 50 年、歴史が長いこと

が大きな強みとなります。そのためデータ量も非常に多く、約 125 万件のがん

登録データを保有しているような状況でございます。	

	 また、全国がん登録では収集していないＴＮＭ分類というがんの進行度を詳

細に示す情報や、死亡場所なども収集しており、がんの進行度と治療法の関連

性、あるいは在宅での死亡率などを独自に分析することが可能な点が優れてお

ります。	

髙橋(稔)委員	

	 今回、手数料条例ということで、そのがん情報の提供に対して手数料を取る

ということなのですが、がん情報等の等というのはどういう意味ですか。	

がん・疾病対策課長	

	 全国がん登録と地域がん登録です。	

髙橋(稔)委員	

	 もう少し深い理由があるのかなと思いましたが、分かりました。	

	 それでは、今までは優位性のある本県のデータを研究所等に無償で提供して

活用していただいていたのですね。今回は、有料化といいますか、手数料を頂

きますよと、その辺の見ようによっては飛躍もある。このことについてどうい

う議論がされてきたのか、また他県の状況はどういうふうになっているのか、

確認させていただきたいと思います。	

がん・疾病対策課長	

	 今回、地域がん登録の手数料につきましても、改めて考え方を整理いたしま

した。全国がん登録もそうですが、地域がん登録も特定の者に対するサービス

提供であるということ、さらに、全国がん登録との整合性を保つという観点か

ら、総合的に判断し、手数料を今回から徴収することとしました。	

	 また、他府県の状況ですが、本県で今把握している範囲になりますが、手数

料を徴収するために既に条例改正が行われていますのは、宮城県、大阪府、山

口県、徳島県の４府県となります。これらの府県でも手数料の額は本県と同様

に情報提供に要する時間１時間当たり 5,800 円としています。	
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髙橋(稔)委員	

	 他県に対して優位性がある情報だと言うからには、なぜ同じ料金で良しとし

たのか、そこはふに落ちないのです。他県に勝るもので優位性があるのでした

ら、なぜ横並びにしなきゃいけないのか。この辺はどうなのですか。	

がん・疾病対策課長	

	 手数料の額につきましては、やはり一つは全国がん登録との整合性という観

点で同じ額にしたというのが現状です。	

髙橋(稔)委員	

	 何となくその優位性があって、本県のがん登録情報は非常に垂えんの的とい

いますか、研究機関にとっては非常に貴重ですよという御評価も頂いていた経

緯を前も御紹介しましたが、なぜ全国がん登録と一緒にしなきゃいけないのか

なということがちょっとよく理解できないのです。	

	 逆にそれは、一応理解をしたとして、これまでも研究所等に無償でデータを

提供していたわけですが、そういう研究所のデータというのを、逆に情報とい

うのをがんセンターが入手して、今後の研究に一層拍車をかける、そういう相

互のやり取りというのは可能になってくるのでしょうか。	

がん・疾病対策課長	

	 県立がんセンターでは事務局をやっていただいているのですが、研究者の申

請に当たってどういう研究をするかというのを受け付けるようなことをやって

いただくことになっております。また、審査会等も行いますので、その中でど

ういう研究をするかというのは把握できるかと思います。	

髙橋(稔)委員	

	 ですから、そのデータに基づいてどういう研究をするかというような研究に

ついて、がんセンターのほうにフィードバックしていただけるような仕組みが

この際構築はできないのでしょうかということですが。	

がん・疾病対策課長	

	 研究者の成果に関しましては、がんセンターもそうですが、県のほうにも例

えば論文を提出していただくとか、そういう工夫は今後していきたいと考えま

す。	

髙橋(稔)委員	

	 これまでも県立がんセンターではがん登録を行っている先生方がビッグデー

タを分析して、例えば乳がんの地域別罹患予測が、たしかプロスワンという電

子版の医学研究誌に掲載されるなど見たことがありました。そのようなビッグ

データをより一層生かしていくためにも、今後はデータ分析のできるデータマ

ネジャーとかサイエンティスト、こういった人材が必要になってくるかなと思

いますが、この辺の考え方はどう整理されているでしょうか。	

がん・疾病対策課長	

	 まず、人材育成という点では、がん登録の実務者ですが、やはり事務作業が

適切に実施され、正しいデータを整理していくという観点では、実務者のスキ

ルアップが重要というふうに考えています。国のほうでがん登録実務に係る研

修を実施しております。また、県のほうでもがん登録人材養成講座なども実施

していますので、まずはこの研修等を受講してもらうことによって、がん登録
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の実務者のスキルアップを図っていきたいというふうに考えています。	

髙橋(稔)委員	

	 このがん情報のデータの活用というのは、私のような素人には及びもつかな

いところでスピードが加速化されていくのだろうなというふうに思うのですが、

そうなってくると、申し上げましたデータマネジャー、データサイエンティス

ト、こういう人材はもう急務だろうなというふうに思うのです。このごろはＡ

Ｉの活用、こういったものも視野に当然入っているかなと思いますし、データ

分析をするサイエンティストの育成というのは、これはもう喫緊の課題になっ

てくるのではないかなと。がん・疾病対策課長はどのように情報を蓄積して、

どう展開していこうと戦略を練っているのですか。	

がん・疾病対策課長	

	 やはり、がん登録のようなビッグデータをしっかり解析、分析しまして、政

策立案に用いるというのは非常に重要だと認識しております。今後も委員おっ

しゃるようなデータサイエンティストのような人材、分析をする統計官のよう

な人材だと認識しているのですが、そのような人材の活用について検討してい

きたいと思っています。	

髙橋(稔)委員	

	 是非、手数料を頂いていくわけですから、より一層先駆的な取組を国とも連

携とりながらやっていっていただきたいなと思うのです。	

	 ところで、前も申し上げましたが、京都大学医学部附属病院では、人材育成

のために富士通研究所と共同研究講座として、医療情報ＡＩシステム講座を開

設しましたので、伺って、るるお話を聞いてまいりました。やはり先駆的にＡ

Ｉによるデータのクレンジング、こういうことをやっていらっしゃって、高度

化していこうということで環境を整えていらっしゃいましたが、こういう新し

い知見も今研究されていると思いますが、是非、本県も負けないように頑張っ

ていただくことを要望しておきます。	

	 さらに、国立がん研究センターの持つ情報と一元化することもこれから可能

かなと。こういうデータサイエンスによりまして、より高度に加工されたデー

タ、本県の登録データの優位性が一層増していくのではないか、こんなふうに

も思うのですが、この辺はどういう御見解でしょうか。	

がん・疾病対策課長	

	 現時点では国の全国がん登録と本県の地域がん登録という並行しているよう

な形です。だから、それは登録の項目数が違うという観点で、過去のデータも

利用するということで並行しているような状況です。ただ、システム的にはや

はり一つにするということも含めて検討しながら、それは国のほうに要望しつ

つ、またデータの利用に関しては、当然国とも連携してしっかりやっていきた

いと思っています。	

髙橋(稔)委員	

	 国立がん研究センターでは、情報システム室を本年６月に立ち上げたと前も

申し上げましたが、今おっしゃったように一元化、こういったことでより精度

を高めたものが加工されてくれば、また違う産物ができてくるのかなと推測し

ますので、よろしくお願いしたいと思います。	
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	 ところで、このがん情報登録等は、先ほど全国がん登録と地域がん登録だと

いう答弁だったのですが、ゲノム情報は入っていないのですね。	

がん・疾病対策課長	

	 ゲノム情報は入っておりません。	

髙橋(稔)委員	

	 パネル検査も始まったということで、ゲノム情報についても非常に県民の関

心も高くなってきている、個別化医療追求ということで、非常に有用なことで、

様々な希望も膨らんでいるのではないかと思うのですが、このゲノム医療、遺

伝子情報の扱い、これも一方で負の部分があるかなということが患者の方々は

じめ関係者の方から懸念されているのですが、社会的不利益をこうむる可能性

があるのではないか、こういうことについては、今後どういうふうな配慮をし

ていくのでしょうか。	

がん・疾病対策課長	

	 遺伝子情報の利用に関しましては、国の検討会で検討されているというふう

に認識している状況で、県としてはまずはそこを注視したいと考えています。	

髙橋(稔)委員	

	 そういう先進的なものもどんどん進んでいますので、本県からの発信性も高

めるべく頑張っていただいて、一層貴重なデータを活用しながら、がん対策の

推進、取り組んでいただくことを要望しております。	

	 続きまして、こども医療センターの病床数の変更について御報告がございま

した。議案ではないのですが、少し確認させていただきます。	

	 この県立こども医療センターでＮＩＣＵ、新生児集中治療室も含め周産期棟

改修工事を行っていると承知していますが、この改修工事全体内容について確

認させてください。	

県立病院課長	

	 この工事は、こども医療センターの周産期医療体制の充実強化を図るため、

ＮＩＣＵの増床を含め、周産期棟全体の改修を行うものです。具体的にはＮＩ

ＣＵを６床増やし 27 床とするとともに、ＮＩＣＵを出た患者のケアを行ういわ

ゆるＧＣＵについても現在の 22 床から５床増床して 27 床とします。また、Ｎ

ＩＣＵはこれまで医療機器が密集して非常に狭い環境でしたが、ＮＩＣＵ１床

当たりの面積を拡充し、母子同室も設置するなど、患者や家族、スタッフがよ

り安全で快適に療養できるよう改善を図ります。	

	 そのほか、出産前の妊婦と胎児の集中治療室であるＭＦＩＣＵ全ての個室化

や棟内の配置を見直し、老朽化した機械や設備の更新などを行い、より充実し

た体制で引き続き安定的に周産期医療を提供できる環境を整備するものでござ

います。	

髙橋(稔)委員	

	 このこども医療センターにおいて増床が必要な理由、これも確認したいので

すが、なぜ 11 床なのか、この辺について教えてください。	

県立病院課長	

	 こども医療センターのＮＩＣＵは、ここ数年、満床が常態化しており、他施

設から新生児救急搬送の要請があってもそのうち約半分しか受入れができない
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状態となっております。また、ＮＩＣＵが満床であることから、新生児だけで

はなく母体の救急搬送についても断らざるを得ない状況が発生し、結果的に東

京など県外搬送となるケースも生じています。今回ＮＩＣＵ及びＧＣＵを合計

11 床増床することにより、これまでＮＩＣＵが満床のため受入れできなかった

新生児救急搬送や母体救急搬送のうち、こども医療センターでの対応が必要な

特に重症な事例については、ほぼ全例の受入れが可能となる見込みです。	

髙橋(稔)委員	

	 半分近くをお断りしていたという。最後のとりでと言っては恐縮ですが、三

次救急のこども医療センターの持つ使命は大きいわけですが、この最後のとり

でで半数以上がお断りしていたということは、非常に由々しき自体だなという

ふうに今受け止めたのですが、もう少し詳しく教えてください。平成 27 年度、

28 年度、29 年度、ＮＩＣＵはどのぐらいの入床率で、入床状況で、どのぐらい

の方を具体的にお断りしていたのか、実数で教えてください。	

県立病院課長	

	 まず、ＮＩＣＵの病床利用率ですが、平成27年度が102.1％、28年度が101.1％、

29 年度が 99.9％と、ほぼ満床に近いような状態で対応しておりました。それに

対しまして、こども医療センターで他施設からの受入依頼があった新生児の収

容件数ですが、平成 27 年度が 247 件の依頼がありまして、そのうち収容できた

割合が 49.0％、28 年度は要請が 226 件に対して収容したのが 50.0％、29 年度

の依頼件数が225件に対しまして収容できた収容率が52.4％となっております。	

髙橋(稔)委員	

	 くどいようで恐縮でしたが、実数でそれだけの方々をお断りしているという

ことで、本当にこの方々の親御さんの思いにはせたときに、非常に詰まるもの

があるわけですが、今後のスケジュールを見ますと、横浜市との病床整備事前

協議を行うとなっていますが、その手続、スケジュールを確認させていただき

ます。	

県立病院課長	

	 今後のスケジュール、手続でございますが、病床については医療計画の中で

定める基準病床数を超えない範囲で整備を行うものとされておりますが、こど

も医療センターを所管する横浜市では、既存病床数が基準病床数を下回ってい

ることから、公募により配分することとしております。横浜市では公募の対象

を将来的に不足が見込まれる回復期機能や慢性期機能を担う病床としておりま

すが、ＮＩＣＵ等の特殊な機能を担う病床については、医療計画との整合性や

地域における需要を考慮の上で配分を検討するとされていることから、こども

医療センターではこれに応じて申請をしております。	

	 スケジュールですが、横浜市への公募の申請期限は既に終了し、今後横浜市

の保健医療協議会や地域医療構想調整会議での議論を経て、３月までに横浜市

が配分案を決定する予定ですので、横浜市との協議の中でこども医療センター

の増床の必要性を丁寧に説明し、御理解いただけるように努めてまいりたいと

考えております。	

髙橋(稔)委員	

	 今、既存病床数が基準病床数を下回っているとおっしゃったわけですが、ど



 6 

のくらいかい離があったのか、実数で教えてください。	

医療課長	

	 横浜医療圏の基準病床数と既存病床数の関係でございますが、既に募集は終

わっておりますが、現時点での既存病床数が 22,600 数十床で、基準病床数が

23,500 数十床で、その差し引きした、要は空いた枠が 855 床ございました。で

すので、この横浜医療圏ではこの855床を公募されたという状況でございます。	

髙橋(稔)委員	

	 855 床の枠がある状況の中で、半分以上お断りしている状況の中で、11 床の

増床というのがリーズナブルな数字なのかどうか。非常にこれが私の関心事な

のです。毎年度、半分近く、100 件近くお断りしている。それで、今 855 空いて

いて 11 床の増床です。私はこれが、どういうふうに理解したらいいのかちょっ

とふに落ちないのです。	

医療課長	

	 まず、病床配分の観点からお答えいたします。	

	 これは、病床の公募の条件の中で、先ほど県立病院課長がお答えしましたよ

うに、まずは回復期、慢性期という大枠の条件があり、しかし、ＮＩＣＵなど

特に必要な病床はその必要状況を勘案して配分しましょう、こういう募集をし

ておりました。このＮＩＣＵに関しましては、県内の周産期医療の観点からど

れだけ必要なのかという議論をさせていただいておりまして、これを簡単に申

しますと、ＮＩＣＵには１、２と分かれていて、１というのが重いほうで、周

産期医療協議会の中で、より重い子供を診られる１というのが非常に足りない

ので非常に必要だと、こういう議論にはなっているところでございます。こう

いったところを横浜市側で勘案して、これから配分をしていくことになろうか

と思っています。	

髙橋(稔)委員	

	 神奈川県の周産期医療協議会の話が今出たわけですが、ここで十分もんで、

そういう方向が合意形成されたという話だと思うのですが、この周産期医療協

議会の中には、当然 30 人程度、たしか委員の先生方がいらっしゃって協議する

という要綱だったと記憶しているのですが、その 30 人の中には当然横浜市の先

生もいらっしゃるわけです。ここで出た結論というのは、今おっしゃった 11 床

ということに、もう少し違う意見が出なかったのですか。例えばもう少し増床

してもいいとか、この辺はどうですか。	

医療課長	

	 周産期医療協議会は、委員のおっしゃるとおり、30 名弱の委員で構成されて

おりまして、横浜市の行政もちろん入っておりますし、こども医療センターは

もちろん３次医療機関として入っております。ここでの議論は先般ございまし

た。こども医療センターが 11 床増床したいのだがというところから議論が始ま

りましたので、その 11 をもっと増やしたらいいのではないかと、そういうよう

な議論にはならなかったというところが正直なところでございます。この 11 が

妥当かどうか、どういうことで 11 増やしたいのかというところの議論はありま

したが、11 じゃなくて例えば 15、20 に増やしたいらいいのではというような御

意見は特に出ませんでした。	
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髙橋(稔)委員	

	 ということは、こども医療センターが受け入れている方々、こども医療セン

ターにお越しになってアクセスして来られている方は、もしかしたら横浜市内

だけじゃなく、広く県内から、場合によっては県外から、こういうことのアク

セスもありなのかということなのですが、そういうのはどういう実態になって

いるのでしょうか。	

医療課長	

	 まず周産期医療全体というところからお答えいたしますと、県内ではいわゆ

るそういったハイリスクな出産、あるいはハイリスクな分娩に対して周産期医

療の救急システムというのをつくっております。実情で申しますとこども医療

センターに横浜医療圏は集中しているということがございまして、ただ、県内

全体ですと、もちろんほかにもＮＩＣＵ等々がございますので、そのエリア全

体で、委員おっしゃるとおり受け入れられるように差配をしているという状況

がございます。	

	 また、県外に接しているエリア、川崎ですとか、そういったところは当然県

外からもございます。県外に行くケースもあるというふうには承知しておりま

す。こういった状況でございます。	

県立病院課長	

	 こども医療センターで実際に横浜以外の方をどのくらい受け入れているかと

いうことなのですが、手元にある数字ですと、こども医療センターで受けてい

るお子さんの状況なのですが、こども医療センターのＮＩＣＵで先天性心疾患

のあるお子さんを受け入れている状況ですが、その３分の１以上は横浜以外か

らの患者となっております。	

	 具体には、平成 29 年度のデータですが、こども医療センターで生まれた先天

性心疾患児 275 人のうち県外も含めて横浜以外の患者さんは 106 人ということ

です。38.5％の方に御利用いただいているという状況でございます。	

髙橋(稔)委員	

	 今の県外、横浜以外からいらっしゃっているということも伺いますと、11 と

いう要望数を出してきた背景がより理解が深まるような状況になってきたわけ

ですが、そうすると、横浜医療圏以外のほうでも周産期、少し頑張ってくださ

いよということにつながってくるのかなという思いも抱きながら、今確認をさ

せていただいたところでございます。	

	 いずれにしましても、第３次医療機関のこども医療センターの持つ社会的使

命と意義は大きいわけでして、まして、今超低体重ですとか、非常にハイリス

クな分娩としてこういったお子さんの状況があることは認識していますが、増

床によりまして、こども医療センターが県の周産期医療提供にどのような役割

を果たしていく。単なる増床じゃなくて、より一層使命を帯びたこども医療セ

ンターとしてどういうふうにビジョンを持っていらっしゃるのか、確認させて

いただきます。	

県立病院課長	

	 まず、委員がおっしゃるとおり、ＮＩＣＵとＧＣＵを増床することによりま

して、まず新生児の救急搬送の改善が見込まれるということ、それから、母体
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救急についても改善が見込まれるということ、これは直接表に見えることでご

ざいますが、このようなところを通じまして、周産期の医療体制の強化に向け

る役割をしっかり果たしてまいりたいというふうに考えております。	

	 また、人材養成・育成の面でも、こども医療センターが担っている困難な症

例に対応できるより多くの人材を育成するということもありますので、新生児

医療全体のレベルアップも期待できるというふうに考えております。	

	 こうしたことにより、こども医療センターとしては総合周産期母子医療セン

ター、周産期救急医療システムの基幹病院としての役割をしっかり果たしてま

いりたいというふうに考えております。	

髙橋(稔)委員	

	 今日は報告レベルで、これから横浜市の保健医療協議会を経て今後の神奈川

県の保健医療計画推進会議、医療審議会といった手続が組まれていくのだと思

いますが、この辺、正に必要な、大事なこども医療センターの機能充実という

ことでございますので、合意形成をしっかり図れるように取り組んでいただく

ことを要望しておきたいと思います。	

	 最後に、もみじ坂景観改善工事は議案となっていますので確認させていただ

きます。	

	 先行会派からも幾つか質問がありましたので、重なるところを割愛させてい

ただいて、あそこの紅葉坂を上がっていきますと、あの坂は結構きついですが、

青少年センター、それから音楽堂、図書館とありまして、コンクリート打ちっ

放しなのです。これから少し遊歩道をつくるとおっしゃっていましたが、夏の

暑いときに上がっていくと、本当に灼熱ですので、憩いの園的な、こういう優

しさがあそこに欲しいのです。	

	 ル・コルビュジエ、前川國男先生には怒られるかもしれませんが、この際少

し何かそういう工夫ができないでしょうか。何かあそこに行くと、ああ、上が

ってきた、ほっとしたと、こういうスポットというか、例えば噴水があるとか、

もう少し緑があってもいいが、あるところにはある。裏の能楽堂はうっそうと

していて、音楽堂の横は通り抜けられないほど、暗いときは怖いぐらいあちら

には緑があるのですが、何かこの際もう少し、もみじ坂景観改善ですから、こ

の名前に負けないような何か一工夫はできないでしょうか。	

青少年課長	

	 まず、紅葉ケ丘地域のシンボルである大クスノキを中心に、座れるようなス

ペースを設けたいと思いますので、ちょっとした木陰で座れるようなスペース

をまず設けるということと、噴水というお話がありましたが、今回の取組は、

紅葉ケ丘地域の魅力アップだとかにぎわいづくりを目的としたものですが、夏

場の暑さ対策ということを考えますと、広場あるいはその周辺に仮設のミスト

などを設置することも考えていきたいと考えております。	

髙橋(稔)委員	

	 いいですね。これから暑くなるばかりですから、是非ミストがあったり、行

ってほっとする、図書もある、音楽も奏でている、勢いのある若者もいるとい

うことで、高齢者が坂を上がっていくわけです。高齢者の方は安全対策を頑張

っていただきたいのですが、ちょうどこれからＬ字の階段のところを活用して
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いくということですが、Ｌ字階段のところ、反対車線から行きますと横断歩道

がないのです。何かやはり高齢者のみならず、そういう交通安全対策を御一考

いただけないでしょうか。	

青少年課長	

	 今回の景観改善によりまして、紅葉坂方面から紅葉ケ丘地域の県有施設への

動線が変わることが想定されます。県としましても、歩行者の安全を確保する

ために、Ｌ字型の階段近くに横断歩道を設置したほうが望ましいと考えており

ます。	

	 しかしながら、横断歩道の設置には、既存の横断歩道との間隔など一定の基

準があることから、どういった対応ができるのか、現在所轄の警察署及び県警

本部の交通規制課と調整しているところです。	

髙橋(稔)委員	

	 この青少年センターですが、前川國男氏が残したということで、建築に携わ

っている方でル・コルビュジエ、前川國男先生ということで流れや、日本には

東北をはじめ前川建築が点在しているということが分かっている人は分かって

いるのですが、この三つの県有施設がどういうものなのかとしっかりサインを

出して、表示して、広く次世代の方にも分かるようにしていくことというのが

大事なことじゃないかなと思いますが、そういうサイン表示、それから、前川

建築で引きつけるのですが、もう少し改善事業で引きつけることを考えていた

だけないかなと思うのです。	

	 例えば青少年の方が、青少年センターでミュージカルをするため集まってい

るのですが、この際、ここは大阪府青少年センターでやっているような愛称を

つけるとか、こういうことというのは、何か考えることはできないでしょうか。

大阪府青少年センターを視察に行ったとき、ドーンセンターというので、あそ

こは男女共同参画と一緒になった施設なのですが、愛称がついているのです。

何かそういうことを求めることによって、県民の皆様の目がこの前川建築の県

有三施設に集まるということの仕掛けも、仕掛けというと語弊がありますが、

こういうこともあってはいいのではないかなと思うのですがいかがでしょうか。	

青少年課長	

	 現在、青少年センターでは、この建物の魅力を紹介するポスターを館内に掲

出しまして、前川建築の魅力をＰＲしているところですが、まだまだより魅力

を発信していかなければいけないと考えております。	

	 具体的には、青少年センターのパンフレット、それからホームページを通じ

ました周知はもとより、三つの施設が連携した前川建築の魅力を紹介する建物

ツアー開催、それから、前川建築の魅力を紹介する案内掲示、それから観光セ

クションと連携した、たてものツアーなどを検討してまいります。	

	 また、愛称につきましては、本年度から、青少年センター建物そのものでは

ないのですが、ホール及び多目的プラザについて、公募により名称、愛称を募

集し、紅葉坂ホール、それから多目的プラザＨＩＫＡＲＩということで愛称を

つけました。	

髙橋(稔)委員	

	 しっかり前川建築の魅力を多くの方に知っていただくために、ＰＲに努めて
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いただいて、様々な措置で、ハード施策だけではなくて、ソフト施策も展開し

ていただくことを要望しておきます。	

	


