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令和 3年神奈川県議会本会議第 3回本会議	 産業労働常任委員会	

	

令和 3年 10 月 4 日	

西村委員	

	 まず、人生 100 歳時代を見据えて、職業人生の長期化と同時に、技術革新の

進展に伴い、中高年齢者に求められる職業能力も変化をしているのではないか

と考えています。	

	 もう一方で、国が発表した雇用労働調査によれば、９年ぶりに離職率が入職

率を上回るなど、コロナ禍において、例えば、女性に対する再就職に向けた取

組も重要であろうかと思います。	

	 このような中で、今回報告された第 10 次神奈川県職業能力開発計画では、実

施目標Ⅰで全員参加の社会の実現加速に向けた職業能力開発の推進として、中

高年齢者や女性の職業能力開発が挙げられています。この取組について何点か

伺います。	

	 まず、この実施目標を定めた狙いと、それに向けてどのような職業訓練を行

っているのか、伺います。	

産業人材課長	

	 今後の人口減少が見込まれる中においても、活力あふれる神奈川を実現する

ためには、職業能力開発を通じて、若者、女性、中高年齢者などの多様な人材

が自らの能力を高め活躍できるようになることが必要であることから、全員参

加をキーワードに、この実施目標を定めました。この目標に向けて、総合職業

技術校では、主に若年者を対象に、コンピューター組込み開発、精密加工エン

ジニア、室内設計施工などの１年または２年間の訓練を、また、主に離職者の

方を対象に、溶接・板金、ビル設備、ケアワーカーなど６か月の訓練を実施し

ています。また、民間教育訓練機関に委託して実施する訓練では、主に女性や

中高年齢者などの離職者を対象に、簿記、社会保険事務、介護などの訓練を主

に３か月の期間で実施しています。	

西村委員	

	 その中でも、中高年齢者の方が再就職を目指そうとするときに、総合職業技

術校における訓練コースのうち、どういった訓練コースを希望されているので

しょうか。	

産業人材課長	

	 令和２年度の実績では、主に離転職者の方を対象とした訓練における応募者

のうち、45 歳から 64 歳までの中高年齢者の方が占める割合は 53.8％となって

います。この中で、建築技術分野の庭園管理サービスや庭園エクステリア施工

コース、または社会サービス分野の介護調理や給食調理コースなどに中高年齢

者の方が多く応募されています。	

西村委員	

	 昨年度の実績で答えていただいたのですが、何か近年、こういう変動がある

とか、そういうことはないのでしょうか。	

産業人材課長	

	 例年、こういったコースに中高年齢の方は多く応募されている状況で、近年
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では大きな変化はありません。	

西村委員	

	 なぜそうやって伺ったかというと、今年の９月 20 日、敬老の日に合わせて、

総務省から、2015 年の国勢調査を基にした高齢者の人口推計等が公表されまし

た。人口ももちろんですが、65 歳以上の人口が前年より 22 万人増えて 3,640 万

人、総人口に占める割合が 29.1％となった。それぞれ過去最高を更新したわけ

ですが、もう一つ、政府が生涯現役社会を目指す中で、高齢者の就業率を発表

し、25.1％と、初めて４人に１人の高齢者が仕事をされているというのが発表

されておりました。ちなみに、この職業の内容自体も、高齢者の就業人口、17

年連続で増え続けて、906 万人の過去最高になっています。日本は、Ｇ７、主要

７か国の中で最も高齢者の就業率が高い国になったわけです。就業者全体に高

齢者が占める割合も過去最高の 13.6％になった。	

	 では、どういう働き方をしているのかなという発表を見ると、もちろんパー

トやアルバイトなど非正規の職員・従業員が７割を超えているのですが、それ

はもちろん自分の都合のよい時間にとか、自分の体調に合わせてという、これ

までどおりのお答えとともに、一方で、家計の補助を得たいからと答えたのが

女性で２番目の 21.6％、男性で３番目の 16.2％になっている。もう一つ、やは

り同じく９月 20 日、敬老の日前後に発表があったのを見ると、全国のシルバー

人材センターの会員数が 19 年ぶりに 70 万人を割り込んだ。つまり、元気なシ

ニア、中高齢者の方々が、自分がシルバーと言われたくないという方、シルバ

ーの方がやる仕事はやりたくないという方が出てきているのではないのかなと。

もう一つが、先ほど申し上げた、生活のため報酬を重視する。月３万円、４万

円ではなくて、しっかり、この 100 年時代を見据えて収入を得たいという高齢

者の方が増えてきたのではないかなと、このニュースで実感したものですから、

近年そういう受講のほうでもそういう流れがあるのかなと思って伺いました。

今のところはないということだったのですが、こういうニーズというものにア

ンテナを張っていただいて、これまでの感覚の、高齢だからこれというのでは

ない、だからこそシルバー人材センターに登録する方が減っているわけですか

ら、新たな改革やニーズの掘り起こしをやっていただけますようよろしくお願

いします。	

	 さて、職業訓練を受講した後に実際の就職に結び付くことが大切ですが、中

高年齢者の修了生の就職率を伺います。	

産業人材課長	

	 令和２年の中高年齢者も含めた離転職者向けコースの修了時点での就職率は

75.8％で、そのうち、中高年齢者の方の就職率は 74.4％となっておりまして、

1.4％低い状況です。	

西村委員	

	 中高年齢者の就職率を向上させるために、どのような取組を行っているので

すか。	

産業人材課長	

	 中高年齢者の就職活動において、これまで経験したことのない職業に就こう

とされる場合は、これまでのキャリアや働きにとらわれ過ぎないことが内定を
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得る近道です。そこで、職業技術校では、就職支援の一環として実施している

キャリアコンサルティングの中で、中高年齢者の方に、これまでの職業生活の

振り返りや自己理解を促しながら丁寧にアドバイスを行っています。また、再

就職に向けて訓練受講中に資格を取得しておくことも有利になるので、資格取

得に向けたカリキュラムを設定しているところです。	

西村委員	

	 就職率について伺いましたが、例えば、訓練を受けた後に就職された方のそ

の後の調査は行われているのでしょうか。継続して就労されているとか、離職

されているとか、また、その理由とかが分かれば伺います。	

産業人材課長	

	 就職後の定着状況について調査を行っています。訓練修了１年目と３年目に、

総合職業技術校の修了生を対象に追跡調査を行い、修了後の就労状況を把握し

ています。令和２年度の調査では、訓練修了１年目で転職していないと回答さ

れた方が 75.4％、転職はしたのだが仕事は同じだと回答した方が 5.2％で、合

計で 80.6％が同じ職を続けているとのことです。	

	 また、訓練修了３年目までは、転職していないと回答された方が 60.0％、転

職はしたが仕事は同じだと回答された方が 16.0％で、合計 76.0％の方が同じ職

業で仕事を続けているとのことです。	

西村委員	

	 この数をどう読むのかという分析も今後必要になってくると思います。職業

訓練校とか、こういう訓練を受けた方の言わば母数自体が少ないので、そこま

で明確な統計は出せないとは思いますが、今後追いかけていくことは重要だと

思いますので、御検討いただいて、調査を続けていただきたいと思います。	

	 ちなみに、今回、雇用情勢の報告もありましたけれども、例えばですが、年

齢や性別等で見た完全失業率みたいなものは、報告の中で上がってきているん

ですか。	

産業人材課長	

	 そのところについては報告では上がってきていません。	

西村委員	

	 今回、コロナ禍ということで気になったもので伺ってみました。	

	 そのコロナ禍において、率とか数ももちろんですが、今、大いに言われてい

るのが、女性に対する就職支援、これがコロナ禍では必要であろうと言われて

います。総合職業技術校では、女性が再就職を目指して入校する際、どのよう

な職業訓練を希望する方が多いのですか。	

産業人材課長	

	 令和２年度の応募状況によれば、女性の応募者の割合が多いコースは、社会

サービス分野の介護調理、給食調理コース、また、建築技術分野の建築ＣＡＤ

コース、建築設計コースなどです。	

西村委員	

	 これも先ほど中高年齢層の質問をさせていただいたのですが、近年で何か変

動があるとか、そういうことはないのですか。	

産業人材課長	
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	 女性の多いコースというところでは、近年大きな変化はありません。	

西村委員	

	 クラス自体も限られているというのもあると思います。これもやはりアンテ

ナを張っていただいて、どういうニーズがあるのか、今後どういうものを拡充

すればいいのかという調査をぜひ進めていただきたいと思います。	

	 総合職業技術校の訓練コースにおける女性の就職率について伺います。	

産業人材課長	

	 総合職業技術校の令和２年度修了生の修了３か月後の就職率は、全体で

90.9％ですが、このうち女性の就職率は 91.5％、男性は 90.6％で、男女の間で

はほぼ同じ就職率です。	

西村委員	

	 民間教育訓練機関等に委託を行う場合は、女性が受講しやすい訓練を設定さ

れていますか。	

産業人材課長	

	 委託訓練では、子育て中の女性の再就職を支援するため、乳幼児の託児サー

ビス付の訓練を設定するとともに、母子家庭の母親等に職業訓練の受講機会を

確保するため、ひとり親家庭優先枠を設定しています。また、育児や介護によ

り外出が制限され、訓練施設まで通って訓練を受講することが難しい方を対象

に、パソコンを活用して、在宅で受講できるｅラーニングコースなども設定し

ています。	

西村委員	

	 今、母子家庭等とおっしゃいましたが、今回のコロナ禍では、政府も、ひと

り親家庭への様々な支援は展開されているようです。基本的には、福祉子ども

みらい局の所管になるかと思いますが、今後しっかり連携を取っていただいて、

より充実した雇用促進につなげていただけますように、よろしくお願いいたし

ます。	

	 次に、短期間で行う訓練が中心の委託訓練における女性の就職率を伺います。	

産業人材課長	

	 令和２年度の委託訓練における３か月コース全体の就職率は 70.1％ですが、

そのうち女性の就職率は 72.5％となっています。男性に比べて若干高い傾向に

あります。	

西村委員	

	 コロナ禍で雇用を打ち止められた、要するに首切りに遭ってしまったという

話は、よく女性の、特に非正規雇用の方から伺うところですが、どうやら訓練

を受けてというのが一つの流れで、女性のほうが若干だが就職率が高いのだな

ということ、女性の雇用を守る上でも、しっかりとした技術やライセンスとい

ったものをお取りいただくことは重要だなと感じているところです。	

	 次に、女性の就職率を向上させるために、県としてどのように取り組んでい

こうと考えていますか。	

産業人材課長	

	 総合職業技術校では、訓練コースの就職指導を行う職員と、企業を訪問して

就職先の開拓を図っている求人開拓推進員が連携して、技術校生の就職に関す
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る希望を聞き取り、それに応じて求人の開拓を行っています。また、委託訓練

においては、訓練の最終月の平日に訓練生がハローワークを訪問して就職相談

を行えるよう、訓練を実施しない日を設定するなど、就職活動に向けた準備を

促しています。	

	 また、さらに、マザーズハローワーク横浜内に設置した、かながわ女性キャ

リアカウンセリング相談室において、女性の就労に向けた幅広い相談に応じて

いることから、女性の訓練生にも、より一層の活用を促すことで、就職につな

げていきたいと考えているところです。	

西村委員	

	 様々な相談体制、それからつなぐ体制、マザーズハローワークの活動につい

ても御紹介をいただきました。	

	 大分前のことですが、マザーズハローワークで女性が就活をするときのスー

ツの貸出しを提案させていただいて、たしか滋賀県と京都府が行っているとい

うので、質問で取り上げさせていただいて、県内企業の、具体的な名前を言う

とアオキだったと思いますが、御提供いただいて、今も続けていただいている

と認識をしています。	

	 そのときにもう一つ、実は他県の取組で提案をさせていただいて、まだ実現

していないのが託児ですね。要するに、就職活動するときに、急に子供を預け

るところをしっかりと確保していただきたいとお願いをしたことがあります。

これは要望として引き続き検討いただいて、当時は、場所的に横浜駅の近くで

そういった機能を持つのが難しいということだったのですが、やはり子供を抱

えてはなかなか面接に行きづらいという方もおいででしょうから、よろしくお

願いいたします。	

	 それから、もう一つ要望として、今、ハローワークのお話が出ました。求職

者支援制度というのがあると思うのですが、県で訓練を受けられる方と求職者

支援制度はしっかりとつながっているものなのでしょうか。	

産業人材課長	

	 求職者支援制度は、雇用保険を受給できずに、本人の収入が月８万円以下や

世帯全体の収入が月 25 万円以下などの要件に合った求職者の方が、毎月 10 万

円の生活支援の給付金を受給しながら職業訓練を受講することができる制度と

なっています。国が民間教育訓練機関に委託して実施している職業訓練や県の

委託訓練、総合職業技術校の職業訓練などが、この制度の対象となっています。

この制度を利用するには、ハローワークに求職の申込みをしている必要がある

ため、受給対象者の方にはハローワークの担当者から案内をしているという仕

組みになっています。	

西村委員	

	 ハローワークの担当者がしっかりその手続などを行っていただいて、県も求

職者支援制度を活用されて、様々な訓練を受けているであろうということです

よね。それでもちろん大丈夫だと思うのですが、県のホームページを見ますと、

そういった窓口につながるというようなことがあまり分からない。要するに所

管ではないからだと思いますが、先ほどもたまたま申し上げた、ひとり親家庭

のための高等職業訓練促進給付金は、産労のほうには出てこないのですね。こ
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ういうのがどこを見てもつながるように、要するに、これからステップアップ

をして、より生活を安定させる職業に就きたいと思っている様々な方が受けら

れる支援であったり、給付金であったりが明確になるような形を取っていただ

けたらなと思います。	

	 中高年齢者や女性に対する取組状況、理解をさせていただきました。一人一

人のニーズや状況に応じた再就職を検討する際に、職業訓練は大変有効なツー

ルであると考えます。そのような方々に、職業訓練の内容や、訓練受講後の就

職がイメージしやすいような、こういう取組が必要だと思います。先ほども、

就労を継続されている率の発表がありましたが、この資格は取ったものの、自

分に合っていないなと後で思われたら、せっかく頑張って勉強したのにという

のがあると思うのですね。こういうことをホームページ等に動画などで案内を

させる、していただくというのはどうでしょうか。県でそれを作るのは難しい

のですか。	

産業人材課長	

	 現在、県のホームページでは、実際に行っている職業訓練の内容や取得でき

る資格などをホームページにアップして周知を図っているところですが、委員

がおっしゃる件については、今後取り組んでいくことは可能かどうかも含めて

検討させていただければと思います。	

西村委員	

	 自分がその仕事に就いたらどうかというイメージがしやすいことは、その職

業、そのライセンスを選ぶに当たって重要な課題になると思いますので、どう

ぞ、関連の民間の職業訓練校や県で連携を取っていただいて、可能な限りイメ

ージしやすい、親切なと言えばいいのでしょうか、そういうホームページを作

っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。	

	 次に、常任委員会報告資料の、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所第二期

中期目標の策定について伺います。	

	 今回報告された第二期中期目標の方向性などは、読ませていただきましたが、

私からは、中期目標の策定や業務実績の評価に深く関わっている評価委員会に

ついて、また、ＫＩＳＴＥＣによる自らの成果のＰＲなどについて幾つか質問

させていただけたらなと思います。	

	 まず、評価委員会を構成している委員の専門分野などについて伺います。	

産業振興課長	

	 現在の評価委員会は６名の委員で構成されています。委員の専門分野ですが、

報告資料には、産業技術、研究開発、産学公連携、研究者・技術者育成、財務・

経理、法人のサービス利用者の各専門分野から構成と記載していますが、具体

には、神奈川大学経済学部の教授、ＮＥＤＯの技術戦略研究センターのセンタ

ー長、日産自動車(株)の研究開発部門の課長、(株)東芝の執行役員、中小企業

である日本濾水機工業(株)の代表取締役社長、公認会計士の計６名です。	

西村委員	

	 ＫＩＳＴＥＣの事業のうち、旧ＫＡＳＴが担っていたライフサイエンス分野

の研究開発と、旧産業技術センターが担っていた、例えば、試験計測など公設

試験研究機関としての実践的な業務とでは、大分性格が異なるものではないだ
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ろうかと思います。成果についても、一方は事業化の達成が一つの成果として

評価をされ、一方が技術の高度化が中心である。全く違う物差しではないかな

と思うのですが、現在の評価委員には、旧ＫＡＳＴから引き継いだ事業の特徴

を、少し失礼な言い方かもしれませんが、理解し、評価できる有識者が含まれ

ているのでしょうか。	

産業振興課長	

	 評価委員の中にＮＥＤＯの技術戦略研究センターのセンター長がいますが、

ＮＥＤＯにおいては、中長期的かつ分野横断的な視点で技術戦略を策定する部

門の責任者ですが、専門は機械物理工学になっています。よって、ライフサイ

エンス分野の研究開発プロジェクトの特徴、事業化の達成状況などを評価でき

る有識者は現時点では含まれておりません。	

西村委員	

	 そうですよね、国際経営研究所の所長、機械学・工学が専門の方、公認会計

士、エンジニアリングなどの専門家の方はいらっしゃいます。評価委員会には、

ＫＩＳＴＥＣが二つの組織から引き継いだライフサイエンス分野における研究

開発の部分と、従来からの公設試験研究機関としての技術の高度化の部分、そ

の両方の事業を理解できる有識者を積極的に登用すべきと考えるのですが、ど

うお考えですか。	

産業振興課長	

	 先ほどお答えしましたとおり、ライフサイエンス分野に精通している評価委

員はいらっしゃいません。今後、このライフサイエンス分野のプロジェクトの

特徴であるとか、事業化に向けた進捗状況について、評価できる委員の方の委

嘱を積極的に検討していきたいと考えます。	

	 現在の評価委員、６名全員の任期が今年度末で一旦終了いたします。この改

選に間に合うように人選等を進めていきたいと考えています。	

西村委員	

	 現在お務めの委員の方々がどうというのではなくて、ＫＡＳＴを継承し、Ｋ

ＩＳＴＥＣが生まれたわけですから、ＫＡＳＴで重要なポイントは基礎研究に

なってくるのだろうなと思うのです。そういったことを担える方を選んでいた

だいて、しかもその中で総合的に、評価委員会の中でももんでいただくことに

より、双方の分野からの知見がまた新たなものを生み出すことにもつながるの

ではと思いますので、ぜひ、ライフサイエンス分野の研究開発に精通した方、

もっと言えば、双方の視点を持っていらっしゃる方の人選を進めていただくよ

うお願いします。	

	 次に、ＫＩＳＴＥＣが取り組んでいる事業のうち、報告資料に記載がある、

新型コロナウイルスに対応する製品の性能評価サービスの実施などは、大変よ

い事業であると認識をしています。また、公設試験研究機関として先駆的な取

組であると先行会派の質問でもありましたが、だったらもっとＰＲすべきでは

ないかと思うのですが、いかがですか。	

産業振興課長	

	 企業からの相談や評価の申込みについては大変順調であることから、現時点

で利用者を増やすことを目的としたＰＲというのは特に考えてはおりません。	



 8 

	 一方で、委員のお話しのとおり、公設試験研究機関として非常に先駆的な取

組です。全国的にも珍しいことから、抗ウイルス製品を扱う企業には、その取

組とか、まだ十分に浸透していません。そこでＫＩＳＴＥＣでは、今後、そう

いった企業が参加している工業会、協議会、協会などで取組を発表したり、専

門誌に積極的に記事を寄稿することも計画しているとのことです。	

西村委員	

	 利用される方のＰＲというのも、特に考えていないとおっしゃったが、それ

も一つ重要だが、要するに、その評価を得たことがどれだけ一般に受け入れら

れるのか。要するに、この製品がいいよという評価につながるというのが一番

ですよね。	

	 何でこれを言うのかというと、多分、私だけではないと思うのですが、議員

はコロナ禍でいろいろな相談を受けるのです。これはとても高性能な殺菌剤で

すとか、これを塗布したらウイルスが 99％何とかできますとか、どこの認定を

受けているのですかと言ったら、別にまがいものではないが、その基準が明確

ではないものは結構あるのです。そういうときに、しっかりとＫＩＳＴＥＣで

試験を受ければ安心ですよというお墨付きになれば、ＫＩＳＴＥＣにとっても

いいし、そういうものを研究開発された方々にもいいし、相談を受ける私たち

にとっても助かる話でありまして、今、どこにつないでいいか分からないとい

うのがあります。ＫＩＳＴＥＣで評価を受けたものというのは、それだけ信頼

度の高いものですよというＰＲをぜひ行って、裏づけとＰＲをしていただくこ

とは重要だと思います。	

	 ライフサイエンス系の研究開発は、社会にとっては有用でありますが、成果

が出るまでに長期間、時間を有するものが多いです。一方、公金が投入されて

いる以上、県民に分かりやすく取組の進捗状況や成果を理解してもらう必要が

あると思います。ＫＩＳＴＥＣでは、現時点でどのようにＰＲをされているの

でしょう。	

産業振興課長	

	 ＫＩＳＴＥＣでは、例えば、川崎市川崎区殿町地区、キングスカイフロント

の立地の機関と連携して、現地でキングスカイフロント夏の科学イベントを開

催し、主に小学生向けですが、科学実験や研究所の見学を通じて、一般の県民

の方々にバイオサイエンス分野の研究開発をＰＲしておりましたが、その後の

新型コロナの感染拡大により、昨年、今年とも開催が見送られています。	

	 また、これも一般の方や高校生、大学生を対象に、最新の映像を用いて科学

技術にまつわるトピックを提供するＫＩＳＴＥＣサイエンスカフェを年２回程

度実施しておりましたが、新型コロナの影響で、同様に昨年 12 月を最後に開催

が見送られています。	

西村委員	

	 キングスカイフロントは私の地元でして、コロナ禍で開催されないのは本当

にもったいないです。子供たちも、そして連れていった親御さんまでも目をき

らきらして喜んで体験をしていました。実際の研究者が説明をしてくれたり、

今キングスカイフロントにはいろいろな事業者、研究所が進出をしてこられて

いるので、子供たちも終わってからきっと、将来こういう仕事をしたいと、激
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情を生む一つの流れになるぐらい、皆様がもう熱く語ってくださっているので

すね。実は夏に１日しか開催をされないので、とてももったいないなと思って

おりまして、できればコロナが落ち着いたら開催をしていただいて、広く多く

の方々に知っていただくと。そういう研究をしているんだ、すごいね、と子供

も大人も言っていただけるというのは、しっかりとしたＰＲだと思いますので、

取組を続けていただけますようによろしくお願いいたします。	

	 次の質問です。今後、ＫＩＳＴＥＣでは、ライフサイエンス分野に限らず、

自らの研究開発の成果をＰＲしていこうと考えているのか。県として把握をし

ている取組があれば伺います。	

産業振興課長	

	 ＫＩＳＴＥＣでは、例えば、本年９月から 10 月の３日間で抗菌・抗ウイルス

材料の開発から製品化と題した新技術活用研修を実施するなど、研究開発した

成果を基にした研修やセミナーを企画し、成果を発信していくとのことです。

このほか、ＫＩＳＴＥＣイノベーションハブや各技術分野のフォーラム、セミ

ナー、コロナ禍を踏まえて積極的にオンライン開催に取り組んでいるところで

す。	

	 ＫＩＳＴＥＣでは、今後、こうしたイベントのオンライン化を進めると同時

に、既に開設済みの公式のユーチューブチャンネルを充実させて、研究成果や

試験成果などウェブを通じて発信し、より広くＰＲしていくとのことです。	

西村委員	

	 ＫＩＳＴＥＣ、ユーチューバー化して頑張っていただければなと思います。	

	 今後、県は、ＫＩＳＴＥＣのＰＲ活動をどのように後押ししていこうと考え

ていますか。	

産業振興課長	

	 これまでも、ＫＩＳＴＥＣが記者発表する際は県も同時に記者発表を行い、

県のたよりやＳＮＳでＫＩＳＴＥＣが開催するイベントを告知するなど、ＫＩ

ＳＴＥＣのＰＲを後押ししています。県がＫＩＳＴＥＣに指示する今回の第二

期中期目標においては、当方の評価として、サービスの内容や研究成果を積極

的に広報することにより、認知度の向上、利用者の拡大や研究成果の普及等を

図ることと記載させていただいています。	

	 今後、これを受けまして、ＫＩＳＴＥＣが広報の強化に取り組む際には、県

もＫＩＳＴＥＣが作成したウェブコンテンツの周知拡散を図るなど、ＰＲ活動

を積極的に支援していけたらと考えています。	

西村委員	

	 ＰＲについてしつこく伺ったのは、質問の最初に戻りますが、公金を投入し

ている。果たしてそのことについて県民の皆様の理解を得られているのかは、

とても重要なポイントになるのだと思います。	

	 例えば、ＫＩＳＴＥＣの工業部門でいうと、専門的過ぎて一般の県民からは

理解がしづらい内容があるかもしれない。でも、そこを丁寧に説明することに

よって、県民の皆様の生活にどのように関与をしている研究開発が行われてい

るのか、旧ＫＡＳＴの研究、ライフサイエンスの研究でいうと、先ほども申し

上げたように、基礎研究がとても重要になる。そして、時間的なことの理解を
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いただかないと、生活を支えられるようなライフサイエンスの研究が結実する

というのは、はっきり言って難しいです。でも、難しいが、重要だと思うから

ＫＩＳＴＥＣで取り組んでいるわけで、そのことをどう丁寧に県民の皆様に理

解をいただけるか、これが公金を使っているということの一つ役割として行っ

ていかないといけないのだということです。	

	 先ほど、子供のサイエンスデーみたいな開放を行ってくださいと言いました。

とても遠回りなようですが、子供が興味を持って、自分もこういう研究開発を

したい、また来たいと思うことは、遠回りのようで遠回りではない。人材育成

に直結する事業だろうと思います。そして、そのことを県がバックアップをす

ることによって、ＫＩＳＴＥＣを守るだけではなく、研究者を守るだけではな

く、神奈川県の未来の人材の育成につながればというような、少し夢のあるこ

とを考えておりまして、大切に育んでいただきたいし、イノベーションを推進

する人材の育成につなげていくＫＩＳＴＥＣであって頂きたいと願いを込めま

す。	


