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平成 27 年第 2回定例会	 ヘルスケア・ニューフロンティア政策調査特別委員会	 

	 

平成 27 年 12 月 15 日	 

高橋(稔)委員 
	 私からは、まずはじめに、ロボットを活用した労働力の確保と生産性向上と

いう視点から伺っていきたいと思います。 
	 国でも今、一億総活躍社会の実現ということが叫ばれておりますが、ロボッ

ト新戦略を掲げておりまして、介護現場といったところでのロボットの活用が

非常に期待されております。ロボットの介護機器の活用による業務の効率化は、

本当に現場での様々な負担軽減に役立っていると思います。過去には、農業に

おける高齢化、担い手不足といったところでのロボット活用ですとか、様々な

労働力の確保と生産性向上という視点で、ロボットの活用は進展が激しいと思

っております。働く方々の健康寿命の延伸ということを考えれば、このロボッ

ト産業の進展は、最先端医療の実現、未病を治すというヘルスケア・ニューフ

ロンティアの実現ということとリンクしてくるのだろうと思うのです。 
	 そこで、このさがみロボット産業特区で実用化を進めております生活支援ロ

ボットの中で、働く方々の身体的負担の軽減に資するロボットとして有名なの

はロボットスーツＨＡＬですけれども、その他にどういうものがあるのか例示

として挙げていただきたいと思います。 
産業振興課長 
	 例えば、重点プロジェクトで、装着型の筋力補助装置、介護用マッスルスー

ツの実用化支援などを行っているところでございます。このロボットは、介護

者の腰部の負担を軽減しまして腰痛予防や介護業務の効率化を実現することを

目的としております。本体の重さが約５キロ、空気圧で伸び縮みする人工筋肉

を動力としておりまして、物などを持ち上げたときの腰の負担が３分の１程度

に軽減されるというものでございます。この本体の軽量化に向けた開発なども

進めまして、あらゆる環境で使用できるように、商品のラインナップを強化し

ていきたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 マッスルスーツを開発した会社の本社は大阪にあって、私も視察してまいり

ましたが、私が伺ったときには、もう既に安倍総理はとっくにお越しになって

いまして、国も正に注目している製品となっています。これは今、実用化に向

けて動いていると思いますが、やはりこの医療介護分野においても、ロボット

による現場の負担軽減は喫緊の課題だと思います。今、例示していただいたも

のなども非常に効果的だと考えておりますが、さがみロボット産業特区では、

現場への普及に向けて今後どのように取組を進めていこうとしているのか確認

させてください。 
産業振興課長 
	 介護福祉施設等を訪問しまして、まずは介護ロボットを持ち込んで体験して

いただくロボット体験の取組を進めておりますけれども、介護現場に従事され

ていらっしゃるより多くの職員の方々に介護ロボットの有用性を実感してもら

うことが、現場へのロボットの導入促進につながっていくものと考えておりま
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す。 
	 また、今後は超高齢社会の進展に伴いまして、介護する方々の負担を軽減す

るロボットというもののニーズは、高齢者施設等の介護現場だけではなくて、

在宅介護の現場にも広がっていくと考えております。 
	 そこで、先日行われました今年度のロボット体験キャラバンの３期分の募集

からは、訪問対象に通所介護や訪問介護サービスを提供している事業者の方も

加えることによりまして、高齢者施設等で介護に従事する方に加え、在宅介護

に携わる方にも介護ロボットを体験していただくようにといった取組をしてい

るところでございます。 
高橋(稔)委員 
	 確かに、在宅でのこういうロボット活用は、誰もが望むことではないかと思

います。特に、厚労省はＡＬＳ、筋萎縮性側索硬化症の方々の患者の歩行機能

を改善する機器として、最近ＨＡＬを承認したと承知しており、次のステップ

は保険の適用だと思います。やはり、より一層の普及のためには、保険の適用

ということが重要だと思いますが、この辺をどのように認識していますか。 
産業振興課長 
	 ＨＡＬをはじめとしまして、保険適用ができるものについては、今いろいろ

神奈川県の方としましても国と調整しているところですが、この保険適用につ

きましては、１回国の方から断られた経緯があり、現在も国の方にもいろいろ

働き掛けをしているところでございます。 
高橋(稔)委員 
	 ＨＡＬの製造は、川崎市にあるＣＹＢＥＲＤＹＮＥで行われていくというこ

とを承知していますし、正にメイド・イン・神奈川で世界に製造されていくわ

けです。過日、この委員会で福島県を視察させていただいたときに、小児用の

ＨＡＬの製造現場は福島に定められており、大人用は神奈川で製造するという

ことを勉強してきたわけです。本県において、この保険適用をするということ

は、更にロボットをどのように普及させていくかという点においても、かなり

重い使命と責任があると思うのです。他県とは違うメイド・イン・神奈川とし

てどういう責務を負っていくかという点は、今以上にスピードアップして考え

ていくべきで、今以上に強力な動きをして加速させていくべきだと思います。

国に１回断られたというお話がありましたが、今までと違うアプローチが必要

なのではないかと思います。これまでのアプローチと違う保険適用に向けた厚

労省への働き掛けについてどのように考えているのかお伺いします。 
産業振興課長 
	 確かに１回断られたわけですが、現在幾つかのロボットにつきましては、例

えばＨＡＬですとかパワーアシストハンドの特区での実証などを通じまして、

厚生労働省にアピールできる条件を整えまして、採用可能性を高めた上で再提

案しておりまして、もう国の方に働き掛けているという状況でございます。 
高橋(稔)委員 
	 国の審議会と闘っている下町の中小企業のテレビドラマがありましたが、神

奈川県に期待の声が高まってくると思うのです。国の審議会に対して、実用化

に向けて、関係機関としっかりエビデンスやデータを収集した上で説得材料を
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きっちり持って、これは本当に今までと神奈川のやり方は違うなというような

ものを構築していかないと駄目なのではないかと思います。その辺のノウハウ

を、どういうふうに今構築、研究しているのかお伺いします。 
産業振興課長 
	 今、エビデンスのお話が出ましたが、より企業の方と協力して情報収集を行

い、より説得力のあるものを国の方に示せるように努力してまいりたいと考え

ております。 
高橋(稔)委員 
	 これについては、総責任者としてどのようにノウハウを構築していかれると

決意されているのか確認させていただきたいと思います。 
ヘルスケア・ニューフロンティア・医療政策担当理事 
	 基本的に、科学技術が社会に入っていって急速に普及するステージには、絶

対的な社会システムが必要となります。介護保険というのはすごいもので、介

護保険をつくったがゆえに、一気に社会として雇用も生まれ、一つの経済の仕

組みというものができてきました。新しい技術、薬などは、既存の薬に対して

新薬という形で、市場が市場に置き換えられていくということで、できている

市場の中で古いものが廃れて、新しいものが置き換わっていくというふうにで

きているのです。 
	 そして、このロボットだけは、実は既存のものに置き換わるものがなくて、

全く新しい価値が市場へ入ってくるということになり、普通に考えるとコスト

増となるのです。だから、ロボットは金がかかるというふうに思われて、ちょ

っと予算が絞りぎみになってしまうというのが普通の霞が関の発想です。この

ように絞りぎみになると、ロボットの価値というものが一気に普及しないので

すが、超高齢社会はもう時を待たずしてやってくるということで、新しい良い

技術をいかに良い形で、でき上がった介護保険なり社会システムに入れるかと

いうのが、我々の大きな課題だと思っております。そこはやはり財源のお話に

なりまして、我々は新しい技術が生み出す価値というのをコストと考え、１年

間にかかるコストを時間軸で捉え直して、10年、20年の価値としてそれを捉え
ていくという社会システムを一緒につくっていかないと、これは一気に普及し

ないと思いますので、それにチャレンジしてまいりたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 先ほど一億総活躍社会ということを申し上げたのですが、例えば労働人口が

減少していく中で、働きたい方は長く働ける環境、高齢者も安心して体に負担

なく働ける環境というのは生産性の向上につながっていきますから、そういっ

た意味では価値の創造にもつながってくると思っているのです。ですから、単

なる業務負担の軽減ということもあるのですが、それはそれとして、もっと大

きな社会システムの構築の上でなくてはならないというコンセプトを、どのよ

うに本当に説得力あるものとして構築していくかということが重要であると思

っております。したがって、本県がアピールする方法として、今後の我が国の

社会とそのシステムについてうまく表現していくべきではないかと思うのです。 
	 そういうことを背景にしながらも、今までの流れでいいのかとも思います。

このさがみロボット産業特区というものを見たときに、実用化するための実証
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実験というセオリーどおりにやってきていますが、ちょっと違うフェーズが必

要なのではないかと思っておりますが、そういったフェーズを設けてビジュア

ル化し、説得力を持ってアピールしていこうとしているのかどうか御見解を伺

いたいと思います。 
産業部長 
	 これまでさがみロボット産業特区では、まずいかにしてより使い勝手の良い

ロボットを生み出していくかということで、その実用化の中で実証実験等を行

ってまいりました。また、やはり身近にロボットというものがないという状況

からスタートしましたので、抵抗感がかなりあるだろうということで、皆さん

に親しみやすいような環境として、最初はいろいろなイベントを使って感じて

いただくというようなことから始めました。やはり、身近に生活空間の中で感

じ取っていただくということで、住宅展示場などでも展示をするというような

取組を進めてまいりました。そうした中で、実用化、普及については、この２

年間である程度狙っていた効果といったものが出てきているものと総括してお

ります。 
	 ただいま委員の方からおっしゃられたように、次のフェーズというところを

私どもも目指していきたいと考えておりまして、やはり個別の家庭の中への普

及だけではなくて、広く社会の中にどうやって浸透させていくのかというとこ

ろが大事だろうと考えています。 
	 元をただしていけば、我々はロボットのことを、センサーが付いていて判断

し、そして駆動すれば動くという言い方をしてきましたので、駅の自動改札機

もロボットなんですという言い方をしてきました。したがって、昔からたどっ

ていきますと、もともとは改札のところには人が立って切符を切っていたわけ

です。それがロボットというものに置き換わってくることによって、使う側と

それを置いている側の双方にメリットがあり、仕組みが変わっていったという

ところがあったと思います。我々は、今生み出してきているロボットを、例え

ば救急搬送の中に入れるとどういうふうに仕組みが変わるのかということも検

討していき、個別の家庭だけではなくて、社会の中に少しずつロボットを置き

換えていくというような取組も検討しなければならないと考えております。 
	 そして、先ほど理事の方から話がありましたが、それを裏付ける保険といっ

たような社会システムというところも併せて変えていく必要があると考えてお

りまして、まずは今まで作り上げてきたロボットを社会の方に広く定着させて

いくといった取組を、特区の５年間の後半では精力的に進めていきたいと考え

ております。 
高橋(稔)委員 
	 今年からもう既に後半ということを考えれば、どういう制度を設計しながら、

今言われた部分を具現化していくかということだと思います。 
	 そして、それぞれの分野でロボットがどのように活用されていくかという点

ですが、ヒューマンな部分をロボットに加えることができるのはＡＩではなく、

人間にしかなし得ない業だと思うのです。人間性という部分を置き換えてはい

けないということもあると思うのですが、それをどのようにロボットに体現化

させていくか、どのように担保していくかということについて御見解を伺いた
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いと思います。 
ヘルスケア・ニューフロンティア・医療政策担当理事 
	 今、御指摘の点につきましては、私も本当にそのとおりであると思っており

ます。先ほどお話に出てきましたのは医療機器、福祉機器に近い形でのロボッ

トだったのですが、本来は人に置き換わっていくロボット、極端にいうと一家

に１人ドラえもんがいるとか、一家に１人鉄腕アトムがいるというときに、一

体このドラえもんのお金は誰が払って、ドラえもんが生み出す価値、ドラえも

んがアルバイトをしたら価値を生んでいるわけですが、それを誰が享受するの

かという、本当にドラえもんを借りるのに１箇月１人 100万円を生産会社が取
ったら、それはもう物すごい搾取になるわけです。社会システムとしてのロボ

ットの価値は、どこに帰属して誰がコストを負担するかということが非常に重

要な話だと思うのです。 
	 それと同じく、やはりロボットが人の生きがいというのをどんどん奪ってい

くのではないかということもございます。例えば解剖現場で物すごく働いてい

る人に、解剖ロボットが入ってきて同じことをやったら、こいつら俺たちの仕

事を奪ってしまうのではないかと思うことになるかもしれません。プロセスと

して、解剖ロボットが入ったら、その人たちの働きをサポートしながらこの人

たちが市場の価値をもっと高めていって、例えば給料、処遇が改善されるとい

う上手な共存をしていく社会というのをつくっていけるなら、最後の最後は、

やはり人が生きがいを持って生きていくことができると思います。下手をする

と、働かなくていい時代なんていうのが 100年後とかに来ているかもしれない
のですが、そのときに人の生きがいなり価値というものをどうやって享受する

か、実現するかということを一つの大きな推理として持ちながら社会をつくっ

ていくということは、非常に重要なことだと思っております。すぐに解が出る

わけではないと思うのですが、その価値観というのは、先を想定しながら一つ

ずつステップを送るべきだというふうに思っております。 
高橋(稔)委員 
	 やはり、唯物的にロボットを見てはいけないと思うのです。どうやってそこ

にヒューマンなものを一緒に共有していけるかということが、私はこれから非

常に大事なのではないかと思います。 
	 先日、県外視察に行って、現場に知恵があるなというふうに思ったことがあ

りました。あるおばあちゃんが、先ほど出た移乗型の車椅子に乗っていたので

すが、この部分にポーチを入れられるようになるといいのにと、機能性にもう

少し工夫がほしいといったことをおっしゃっていましたが、実際に使用されて

いる方の意見に、確かに答えがあるなと思いました。 
	 今後、ロボットのデザインにも力を入れていくということですが、やっぱり

人間のそういう思いをどのように大事にしていくかということを念頭に置きな

がら、開発・実用化を進めていただきたいということを要望しておきたいと思

います。 
	 次に、子供の未病対策について伺います。 
	 過日 11月９日に、九都県市首脳会議において、子供の未病対策を共同で取り
組むことを本県から提案し、合意に至ったということを報道で知りました。そ
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こで、今回の九都県市首脳会議において、子供の未病対策を共同で取り組むこ

とを提案した背景及び現在の子供の課題について確認させてください。 
健康企画担当課長 
	 最近の子供を巡る現状でございますが、食生活の欧米化や偏った栄養の摂取、

不規則な食生活の増加により肥満ややせ過ぎの増加をもたらし、集中力の低下

などを招いています。また、子供の運動習慣の二極化、運動不足と運動過多で

ございますが、この二極化によりまして子供の未病ともいわれます将来的なロ

コモティブシンドロームのリスクが高まるおそれがございます。さらに、外遊

びの減少によりまして、室内でのゲームなどの一人遊びが増加しまして、運動

不足や運動器障害、睡眠障害などを招いていると言われております。このよう

な状況を放置いたしますと、将来の未病リスクが高まるおそれがありますから、

子供の頃からの食、運動、社会参加の意義を見直す取組を進めることが必要で

あると考えております。 
高橋(稔)委員 
	 本県の提案ということだったのですが、首脳間ではどのような議論があり、

九都県市としてどのように取り組んでいくことを予定として定めたのかお伺い

します。 
健康企画担当課長 
	 本県の提案につきましては、未病というものがまだ浸透していないので、九

都県市として打ち出していくのはどうかという趣旨の御意見はございましたが、

最終的には九都県市合同で子供の未病対策を行っていくという御賛同を頂きま

した。また、各首脳からは、子供の未病に関しては、大人の生活習慣によると

ころが大きいですとか、子供のネット依存の問題は深刻である、大人になって

からでは行動を起こさないので、子供の頃からの取組が大変重要だといったよ

うな子供の未病対策の必要性を訴える御意見が多くありました。このため、子

供が多くて発信力の高い九都県市におきまして、検討会を設置いたしまして、

九都県市共同での取組を実施してまいります。 
	 具体的な取組はこれからの決定事項になりますが、想定しているものといた

しましては、普及啓発用リーフレットや電車内の広告の実施など、連携した広

報による効果的な普及啓発や構成都市間での取組事例の共有、シンポジウムの

開催といったものを想定しております。 
高橋(稔)委員 
	 本県におきましても、子供の未病対策については、特に学校での取組が重要

だと考えますが、学校教育の中での子供の未病対策として、本県で取り組んで

いる具体的な取組についてお伺いします。 
保健体育課長 
	 本県での取組についてでございますが、教育委員会では今年度から、目指せ	 

子どもの時から健康寿命日本一を合い言葉に、子ども☆キラキラプロジェクト

に取り組んでおります。この取組は、体力の向上と運動習慣の確立、生活習慣

の改善を図り、学校教育において子供のときから未病を治す基礎をつくるとい

うものでございます。 
	 具体的な取組でございますが、一つ目に体力、運動能力の向上として、本年
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度から新たに体力テストキャラバン隊の派遣を行っております。これは体力テ

ストを行う際、子供たちが本来持っている力を余すことなく発揮できるよう、

直接小学校に県教育委員会の体育の指導主事を派遣しているものです。また、

地域の小学校教員等の研修会にも県の指導主事を派遣しております。 
	 二つ目に、運動習慣の確立についてですが、今年度新たに運動習慣カードの

作成を行いました。これは子供たちが各自で１箇月間程度の運動実施状況をカ

ードに記載し、自らの運動習慣を確認させることで、運動習慣の定着を図るも

のです。 
	 三つ目に、生活習慣の改善として、教育委員会では子供たちの健康増進と体

力向上を目指し、学校、家庭向け健康情報誌のＪＯＹ！ＪＯＹ！通信を毎月発

行しております。この誌面を活用いたしまして、食育の推進などの取組を行っ

ております。これらの取組により、子供のときから未病を治す基礎をつくり、

健康寿命一を目指しております。 
高橋(稔)委員 
	 食育についてですが、非常に食生活と健康というのは切り離せないものだと

感じておりますが、子供に関する食育の取組について、現状ではどうなってい

るのか確認させてください。 
保健体育課長 
	 教育委員会では、食に関する高い専門性を持つ栄養教諭を配置しております。

また、その他に各学校で食育担当者を置いておりまして、これら栄養教諭や食

育担当者を中心に食育を進めているところです。 
	 各学校の具体的な取組でございますが、年間指導計画を小中学校全てで今作

成しているところです。その中で、例えば地場野菜を使った給食メニューの取

組、あるいは世界の給食をテーマに１週間のメニューを決め、児童・生徒に献

立を紹介する取組など、食に関する工夫を凝らした取組を行っております。 
高橋(稔)委員 
	 今後も、そういった食育の推進をお願いしたいのですが、食育はやはり保護

者を巻き込むことが大事です。そこで、就学前からの子供の未病対策について

どのように考えて施策を展開しているのか確認をさせてください。 
健康企画担当課長 
	 先ほど、学童期につきましては、保健体育課長の答弁がございましたとおり、

子ども☆キラキラプロジェクトによる取組が進んでおりまして、子供の未病対

策を実施していく上での学童期の対策が行われております。しかし、就学前の

取組というものも、委員御指摘のように重要な取組でございまして、特に保護

者への意識改革というのがより重要だと考えております。そこで、保護者との

接点が多い幼稚園や保育所を所管している県民局と連携しながら、効果的な対

応を検討していきたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 是非、就学前の取組についても力を入れて、幼い頃から食育を通して健康体

をつくっていくという取組に一層務めていただきますようお願いしたいと思い

ます。 
	 次に、過日本会議で知事から答弁がありましたが、ヘルスケア・ニューフロ
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ンティアのネクストステージで先進技術の連携については具現化していくとい

うことでした。さらに、ネクストステージで全庁的に政策を回す、更に新しい

産業の創出といったキーワードが頭に残っているのですが、このネクストステ

ージというのはどういう展開を想定していらっしゃるのか、その概要を確認さ

せてください。 
事業推進部長 
	 これまで本県では、最先端医療、最新技術の追求と未病の二つのアプローチ

を融合したヘルスケア・ニューフロンティアに取り組んできたところでござい

ます。10月に開催いたしました未病サミットで未病サミット神奈川宣言が出さ
れまして、この内容を具体的にこれから取り組んでいく必要がございます。た

だ、これは今までのヘルスケア・ニューフロンティアの取組の延長線上にあり、

サミットの宣言も今までのやってきた方向が間違っておらず、これをもっと先

に進めていくんだといった内容の宣言であると理解しておりますので、このネ

クストステージと知事が答弁いたしましたが、ここでは今までの取組を更に進

め、進化させていくというようなことであると考えております。 
	 その内容といたしましては、高橋委員が御指摘のように、まずは全世代に未

病対策や、未病について考えていただくという取組を推進していくためには、

やはりこれまでヘルスケア・ニューフロンティア推進局以外に保健福祉局、産

業労働局が特に中心となってやっていたこの未病を基軸とした取組に対する考

え方を、県の政策全体に反映させていこうということが一つございます。 
	 それから二つ目は、先ほど議論もございましたが、最先端のロボット技術と

いったものを未病対策に活用するということです。また、未病エビデンスの確

立に向けた科学的アプローチ、学問的な体系を構築するということも進めてま

いります。 
	 三つ目は、せっかくこのサミットでＷＨＯの方に来ていただいたり、世界で

活躍していらっしゃる方にも来ていただきましたので、そういった連携を通じ

て国際戦略をもっと深めていこうということでございます。 
	 こういう視点から、今までのヘルスケア・ニューフロンティアの取組をもう

一段アップさせたネクストステージということで、より実践的に、より広い範

囲で、より科学的に取組を進めようといった思いでネクストステージという表

現をさせていただいておりますが、それについて今それを具体的にどういうふ

うに取り組んでいくかというのが、ちょうど検討を進めているところでござい

まして、こうした考え方でこのヘルスケア・ニューフロンティアの政策を強力

に進めてまいりたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 このネクストステージを進めていく上で、今議会に提案されています組織の

在り方ということにつながってくると思うのですが、この組織の在り方という

のは非常に重いと思います。現体制ができてまだ２年も経ていないわけですが、

なぜ今回組織を見直すのか改めてお伺いします。 
人事課課長代理 
	 ヘルスケア・ニューフロンティア推進局を設置した平成 26年度の時点では、
未成熟な課題が多く、他局との役割分担も流動的であったということから、神
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奈川県行政組織規則第80条に基づく特別な機関として整理したところでござい
ます。この特別な機関は、あくまでも臨時的な機関として設置したものである

ことから、推進局の設置から約２年近くが経過する中で、全庁的な取組である

ヘルスケア・ニューフロンティアについては、推進局の取組だけでなく、各局

でも関連事業の取組が進み、推進局と各局との役割も定まってきたと認識して

おります。 
	 こうした今回の組織見直しにつきましては、これまでの取組の成果を生かし

て、ネクストステージとしてより積極的な施策展開を全庁で進めていくための

体制整備が必要と考えまして、また、臨時的な組織として設置したヘルスケア・

ニューフロンティア推進局の組織上の位置付けを明確にすることも必要と考え、

見直しを検討したものでございます。 
	 具体には、ヘルスケア・ニューフロンティアを推進する司令塔として、政策

局にヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室を置きまして、知事の下で全

庁的な調整を行うこととし、未成熟な課題や国際的な課題について推進本部室

が引き続き取り組んでいくこととして、政策局の分掌事務に明確に位置付ける

ということで、条例提案をさせていただいたものでございます。 
高橋(稔)委員 
	 なぜ独立した局にしないで、政策局の中にヘルスケア・ニューフロンティア

推進本部室という位置付けにするのかというのが、今の説明だと分かったよう

で分からないというか、独立した局にすると全庁的な施策展開ができないとい

うことならば、産業労働局では全然全庁的な施策展開ができないのかという話

になってしまいます。横串を通すクロス・ファンクションということで全庁的

な展開にするよりは、独立した局にした方がやりやすいのではないかと思って

みたりもします。なぜ政策局の中に推進本部室という位置付けなのかがよく分

からないのですが、これは独立した局では駄目なのか、また、条例にない局と

してやってきたわけですけれども、一層の推進体制が推進本部室としてどうい

う体制だったら強烈に図っていくことができるというふうに想定していらっし

ゃるのか併せて伺います。 
人事課課長代理 
	 今回の見直しに当たりましては、ヘルスケア・ニューフロンティア推進局の

条例による設置も視野に入れて検討をしてきたところでございますが、様々な

分野を全部一つの局で取り組むよりも、全庁に広がっている関連施策を横断的

な連携体制の下にうまく取り込みながら中心になって束ね、全庁で整合性を持

って進めていくには、推進本部室という形の方がふさわしいというふうに考え

ました。 
	 また、局を設置しますと、人事や予算などの間接部門の業務負担も投下して

しまうということも考えまして、総合的に判断しました結果、政策局内で位置

付けるということで考えました。 
高橋(稔)委員 
	 推進本部室ならば、一層の効率的、効果的な推進が図れ、社会システムの形

成のために一層資することができるということにほかならないということなの

かお伺いします。 
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人事課課長代理 
	 委員のおっしゃるとおり、現時点ではそういう体制が一番ベストだというふ

うに考えまして、今回の見直しを図ったものでございます。 
高橋(稔)委員 
	 最後に理事の御決意を伺って終わりにします。 
ヘルスケア・ニューフロンティア・医療政策担当理事 
	 ヘルスケア・ニューフロンティア推進局ができまして、１年半以上、２年弱

になってきましたが、正直申し上げまして、我々が想定していたよりも世の中

の反応は素早かったと思っています。産業界の動きやグローバルな認知の広が

りは、この１年半くらいでここまで来るとは正直思っていませんでした。その

ため、次のステップとして、先ほど事業推進部長の方からも幾つか答弁があり

ましたが、個人的にはネクストステージで一番重要なところは、新しい技術や

社会システムを県民に届けるステージも含むものだというふうに考えておりま

す。もちろん保健福祉局で未病対策を行っておりますが、新体制でその方向に

向けてまい進してまいりたいと思います。 
高橋(稔)委員 
	 以上で終わります。 


