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第１回定例会が始まります
2020 年県議会第 1 回定例会が 2 月 12 日から始
まります。
今度の議会では、黒岩知事 3 期目の最初の予算
を審議する議会となります。

第１回定例会の主な日程
議会運営委員会
10 時半～
本会議 知事提案説明
13 時～
2/17(月) 本会議 代表質問 1 日目
13 時～
2/18(火) 本会議 代表質問 2 日目
13 時～
2/19(水) 本会議 代表質問 3 日目
13 時～
2/21(金) 本会議 一般質問 1 日目
10 時半～
2/25(火) 本会議 一般質問 2 日目
13 時～
2/26(水) 議会運営委員会
10 時半～
本会議 一般質問 3 日目
13 時～
2/28(金)、3/3(火)、3/5(木)、
総務政策、防災警察
10 時半～
国際文化観光・スポーツ、環境農政
3/2(月)、3/4(水)、3/6(金)
厚生、産業労働
10 時半～
建設・企業、文教
3/10(火) 特別委員会
10 時半～
3/12(木)、3/13(金)、3/16(月)、3/17(火)
予算委員会
10 時半～
3/18(水) 全常任委員会
10 時半～
3/23(月) 議会運営委員会
10 時半～
本会議
13 時～
3/24(火) 議会運営員会
10 時半～
3/15(金) 議会運営委員会
10 時半～
本会議 議案の採決
13 時～
※ 日程はすべて予定です。詳しくは議会局まで。

2 月 19 日の本会議では、私・井坂しんやが日本
共産党県議団を代表して知事に質問します。
代表質問では、地球温暖化対策と横須賀での石
炭火力発電所の建設にストップをかけることにつ
いて、津久井やまゆり園の運営について、県職員
の自死に関する裁判と働き方改革について、学齢
期の外国籍児童の就学について、などを質問する
予定としています。

2/12(水)

2020 年度予算案では、昨年の消費税増税の影
響が出ることになります。市民生活に大きな負担
をかける消費税増税に対して市民生活を支える予
算となるよう論議をしたいと思います。
議会の日程は左記のとおりです。

県職員の働き方改革は急務
昨年 11 月 13 日に 3 年前の 2016 年 11 月に亡く
なられた県職員の遺族から、県に損害賠償を求め
る裁判が提訴されました。
訴状では、上司からのパワハラと長時間勤務に
よりうつ病となり、自死したことは県の安全配慮
義務違反によるものとのことです。
この件は、昨年 4 月に公務災害の認定がされて
おり、県の責任が問われます。
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パワハラについては、この裁判を受け、県は昨
年 12 月に職員アンケートを取りました。その結
果では 23 ％の方がパワハラを受けたと感じたこ
とがあるとの回答。私はとても多いと思いました。
長時間労働については、2016 年の 4 月に財政課
に異動してからの残業は、公務災害の審査で認定
されただけでも一番少ない月で 116 時間 41 分の
残業、一番多い月では 201 時間 13 分、6 か月の平
均の残業は月 151 時間以上となっています。
厚生労働省が定めた過労死ラインは月 80 時間
以上ですからこれを大幅に超える残業時間となっ
ています。
このような働き方を早急に変えなければなりま
せん。
遺族の方は、二度とこのようなことがないよう
に県の職場の働き方を変えてほしいとの思いから
提訴したとのことです。
遺族の悲痛な叫びを受け止め県庁の働き方を変
えなければなりません。
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奈川県の CO 2 排出
量の約 1 割にあた
る大量の排出をし
ます。
現在、横須賀の
石炭火力発電所を
含め、日本では 20
以上の石炭火力発電所の建設計画が存在している
など、世界の脱石炭の流れに逆行しています。
横須賀の石炭火力発電所の建設については、現
在、行政訴訟が行われています。
12 月 23 日には、東京地裁で 2 回目の裁判が開
かれ、私も傍聴をしてきました。
今回の裁判では、原告側から、地球温暖化によ
る被害や排ガスによる被害などについて陳述があ
りました。
次回は公判は 3 月 23 日です。ぜひ多くの方に
傍聴していただきたいと思います。

障がい者雇用の企業を視察

1 月 31 日に小田原市鴨宮にある川田製作所を視
横須賀市久里浜に建設が進められている石炭火
察しました。
力発電所は、現在、これまであった発電所の解体
この会社は金属プレス加工などを行う中小企業。
工事と新たな石炭火力発電所の基礎工事が同時に
従業員は 19 名。その内 6 名が障害手帳を持って
行われています。
います。県から障害者雇用優良企業の認証を受け
昨年の COP25 で日本は、石炭火力発電所の新設
ています。
を進めていることで、化石賞(地球温暖化対策に
ある方はハローワークで紹介され、まず実習と
後ろ向きな国に送られる不名誉な賞)を 2 度も受
して受け入れ、その後トライアル雇用を 3 か月。
賞しました。日本の地球温暖化対策は世界から遅
しかし、製品加工の 1 日の目標数を達成できませ
れていると批判されています。
んでした。その時チームリーダーが、「自分が教
石炭火力発電は、火力発電の中でも一番 CO2 の
えるからもう一度機会を」と申し出てくれたので
排出が多く天然ガスの 2 倍もの CO2 を排出します。 トライアル雇用をもう 3 か月伸ばしたところ目標
ちなみに久里浜の石炭火力発電では年間 700 万
を達成したので雇用につながったとのこと。その
トン以上の CO2 を排出することになっており、神
方はすでに 6 年間働いています。
お話を聞いていて、障害の特性を学びながら、
その方の得手不得手に合わせて仕事を工夫してい
る様子がわかりました。
障がい者雇用がもっ
と増えるためには、福
祉の方と企業の交流が
大切ではないかとも話
していました。
2/1 久里浜の火力発電所の状況。煙突の解体が進んでいます。
大変勉強になりました。プレス加工の仕事をしている様子

