神奈川県議会 ２０２１年第３回定例会・後半（2021/11/25～12/17）

君嶋ちか子県議の代表質問と答弁

＝一括質問＝

2021年12月1日（水）
＊一問一答形式に編集
（文責：日本共産党神奈川県議団）
＜質問項目＞

［１］新型コロナウイルス感染症への対応について
（１）今後の検査体制について
（２）ワクチン・検査パッケージについて
［２］障がい者地域生活支援と
県立障害者支援施設のあり方について
（１）グループホーム体制の強化について
（２）県立障害者支援施設の役割について
［３］家事支援外国人受入事業の重大な問題点について
（１）第三者管理協議会の不十分さについて
（２）特区事業の見直しについて
［４］消費者行政の体制強化と消費者被害防止について
（１）かながわ中央消費生活センターの体制強化について
（２）書面交付義務電子化の廃止について
［５］安全な鉄道交通について
（１）無人駅・みどりの窓口廃止への対応について
（２）横須賀線武蔵小杉駅等のホームドア設置について
［６］基地機能の拡大に歯止めをかけることについて
（１）英空母等の横須賀入港について
（２）オスプレイの厚木基地整備拠点化について
（注）一問一答形式に編集したことにより、文章の記載順と時系列を表す言葉の一部に整合性が取れ
ない部分が生じることとなったが、発言の通りに表記した。

［１］新型コロナウイルス感染症への対応について
（１）今後の検査体制について
［君嶋議員］日本共産党の君嶋ちか子です。日本共産党神奈川県議団を代表して質問を致し
ます。最初に、新型コロナウイルス感染症への対応についてです。はじめに、今後の検査体
制について伺います。
現在、感染者数は減っていますが、第 6 波の恐れもあり、比較的余裕のある今こそ検査体
制を整えることが必要です。
学校などの集中検査については、これまでも努力していただきましたが、検査範囲がまち
まちです。集中検査の対象は「保健所の判断」と言われてきましたが、それに対して「保健所
のキャパによって検査対象が決められている」「陽性者が出ても濃厚接触者ではないとされ、
自宅待機」などの声が上がり、結果的に断続的に感染者が続いた学校などもありました。
高齢者世帯や高齢者施設の場合と違い、学校・保育園で感染者が出た場合、その施設内感
染だけではなく、家族経由で保護者などの職場にも感染を広げます。速やかに集中検査を行
ってほしいという声は切実です。
長時間、混然となって過ごす学校や保育園においては、疫学調査と同時に、同一空間の構
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成員に対して集中検査を行うことが
有効です。国も「陽性者発見時には、
幅広い接触者に対して」
「迅速かつ機
動的にＰＣＲ検査等を行政検査とし
て実施」としています。
そこで知事に伺います。それぞれ
の現場の混乱や不安を招かないた
めにも、感染を広げないためにも、
「保健所の判断」という抽象的な言
葉のみではなく、集中検査の対象と
する最低基準・範囲を示すべきです。見解を伺います。
［黒岩知事］君嶋議員のご質問に順次お答えしてまいります。はじめに、新型コロナウイル
ス感染症への対応についてお尋ねがありました。まず、今後の検査体制についてです。
集中検査を実施する対象は、学校や保育園の状況などを確認し保健所が総合的に判断する
ため、あらかじめ基準をお示しするのは難しいのが実情です。
しかし、これまでの感染拡大期には、急激に感染者が増加し、集中検査が必要かどうかを
含めて判断するためのヒアリングを行う保健所の積極的疫学調査が、充分に行えなくなる状
況がありました。
そこで、感染者の行動状況や症状がある生徒など、学校等が把握している情報を保健所と
共有して、保健所が行う濃厚接触者や検査範囲の特定を効率的に行うようにしています。
こうした取組により、感染拡大期においても必要な検査を行えるようにすることで、学校、
保育園における感染拡大を最小限にしております。
≪意見・要望≫
［君嶋議員］では、意見・要望を述べます。
最初に、集中検査についてですが、感染当事者の保護者からも医療現場からも、切実な要
望として、是非迅速に集中検査を行ってほしいという声が届いています。
学校との連携は有効だと思いますから、その方法も用いながら、感染を広げないために一
定規模の集中検査を迅速に行えるよう、基準を引き続き目処を付けていただくことを求めま
す。

（２）ワクチン・検査パッケージについて
［君嶋議員］次に、ワクチン・検査パッケージについてです。
国の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」において、日常生活に戻していく方策とし
て「ワクチン・検査パッケージ」が示されました。このパッケージとは、ワクチン接種歴ある
いは陰性であることの確認により、行動制限の緩和を可能とする考え方です。
県でもこれを受け、
「ワクチン接種の進捗を踏まえ、また、第三者認証制度やワクチン・検
査パッケージ等を活用し」「飲食、イベント、外出・移動の制限緩和」をするとしています。
ワクチン接種が条件となれば、接種できない人・接種しない人が排除されることになりか
ねません。そうしないためには、適用範囲を限定的にし、民間に対しても適用に慎重さを求
めることが必要です。職場からの排除は、生活の糧を失うことにもつながります。
また、同時に、制度を用いる場合には、接種しなくても陰性証明で可能なことを周知する
とともに、検査の無料化を初めとし、受けやすい環境を保障すべきです。健康上の理由だけ
ではなく、接種をしないという選択についても同様です。
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そこで知事に伺います。ワクチン・検査パッケージの運用においては、差別につながる場
合もあることを踏まえ、適用を限定的に行う配慮が必要です。見解を伺います。また、陰性
証明が必要な場合は、ＰＣＲ検査は無条件で無料とすべきです。見解を伺います。
［黒岩知事］次に、ワクチン・検査パッケージについてです。
ワクチン・検査パッケージは、ワクチン接種歴または陰性の検査結果のいずれかを確認す
ることにより感染リスクを低減させ、緊急事態宣言の際に課せられる行動制限を緩和するも
のです。
この制度は、11 月 19 日に改訂された国の基本的対処方針において、飲食・イベント・移動
の三つの場面に限定されており、また、ワクチンを接種していない人々が不利益を被ること
がないよう十分配慮することとされていますので、県としても方針に沿って適切に運用して
まいります。
また、同対処方針において、国は健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方を
対象に、ワクチン・検査パッケージの検査を来年 3 月まで無料とする方針を示しています。
県としても国の制度要綱に則り、無料化の対象となる方が必要な検査を受けられるよう、
速やかに準備を進めてまいります。
≪再質問≫
［君嶋議員］答弁をいただきましたので、再質問させていただきます。
最初に、ワクチン・検査パッケージについてですが、答弁の中では健康上の理由で接種で
きない方と併せて、考え方により接種しない方、そういう方への無料化の話はなかったと思
いますが、ここでこの両者について区別を持ち込む合理的理由は何でしょうか。見解を伺い
ます。
［黒岩知事］よく聞き取れなかった部分がありますので、ちょっと的確に答えられるかどう
か分かりませんけども、最初のワクチン・検査パッケージでありますけど、国は本来ワクチ
ン・検査パッケージなど個人の活動のための検査費用については、基本的に公費の投入を行
わない考えを示しています。
しかしながら、ワクチン・検査パッケージ制度の定着のため、今年度に限り、健康上の理
由によりワクチン接種を受けられない方を対象に検査を無料化するものでありまして、県と
しても国の方針に沿って事業を行ってまいります。
≪意見・要望≫
［君嶋議員］次に、ワクチン・検査パッケージについてです。ワクチン接種については、政府
の基本方針も 任意であることを謳っています。行政の役割は、接種できない人も、また接種
しない人も、差別されず日常生活を送れる環境を用意することです。その点から、検査の無
料化を無条件で行うことを求めます。

［２］障がい者地域生活支援と県立障害者支援施設のあり方について
（１）グループホーム体制の強化について
［君嶋議員］続きまして、障がい者の地域生活支援と県立障害者支援施設のあり方について
です。最初に、グループホーム体制の強化について伺います。
現在、県は「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」で、今後の方向性につ
いて検討を進めています。検討では、県立施設を通過型の施設に位置付け、重度の障がい者
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にも地域生活を可能としていくこと、日中活動を地域で行うこと、通院や外出なども積極的
に行うことなどが示されています。
ところが、施設利用者が地域生活をする場合のサービス提供体制は、十分ではありません。
とりわけ、地域生活の中心となるグループホームの増設は重要です。
県はグループホーム運営のために、国の報酬への上乗せや報酬対象とならない分野に独自
に補助をしています。しかし、これらは県と市の協調補助のため、市町村が県の補助メニュ
ーを活用しなければ、補助が成り立ちません。
また、政令市や中核市には県補助が適用されません。例えば、県の重度重複障害者個別支
援費加算や行動障害者支援費加算、常勤支援員配置促進費加算などが、相模原市や横須賀市
では使えません。
横須賀市の三浦しらとり園、相模原市の津久井やまゆり園利用者は、現在、重度障害の方
のみであり、支援員配置を拡充しなければ地域生活移行は事実上困難です。
本年４月、横須賀市の障がい者団体が、グループホーム 29 法人 80 カ所の実態調査を行っ
たところ、
「支援するうえでの課題」との問いに対し、
「人材不足」との回答が 40 件寄せられ
ています。知事は充分な支援員を配置できる体制を保障すべきです。
そこで知事に伺います。地域によって、グループホームに対する支援の違いが生じていま
す。少なくとも県内では、同一のサービスを受けられるように補助すべきと考えますが、見
解を伺います。また、障がい者の地域移行を促進させるために、県の補助制度は政令市、中
核市も対象にすべきと考えますが、見解を伺います。
［黒岩知事］次に、障がい者地域生活支援と県立障害者支援施設のあり方についてお尋ねが
ありました。まず、グループホーム体制の強化についてです。
県は、政令市や中核市を除く各市町村が入所施設からの地域生活移行を促進するため、グ
ループホームへのより多くの人員配置や施設のバリアフリー化に対する補助を行う場合、そ
の一部を補助しています。
この制度は、市町村の事情により活用していない市町村もあることから、会議等を通じて
活用するよう促しています。
また、県の補助制度は政令市や中核市も対象にすべきとのことですが、政令市や中核市は
グループホーム等の指定権限など県と同じ権限を有しており、独自の考えで主体的に障害福
祉サービスを実施すべきものと考えています。したがいまして、政策誘導となる県独自の補
助制度は適用していません。

（２）県立障害者支援施設の役割について
［君嶋議員］次に、県立障害者支援施設の役割についてです。
県立支援施設については、批判もありますが、次のような期待も寄せられています。
第一に、施設希望者の生活の場。
第二に、地域生活の拠点、地域生活が困難になった場合の受入、事故などの際の緊急避難
的受入、日中活動支援などの地域生活を支える役割。
第三に、困難度が高いケースへの対応。
第四に、県の障害福祉施策への実態反映などです。
地域生活を支える専門性発揮などは、県立でなければ全く成り立たない訳ではありません
が、支援が一貫して安定的に行われるためには県立施設の拡充が必要です。また、県立施設
の存在は、県施策の充実、福祉の公的責任という点で欠かすことができません。
これらの期待に応えるために、指定管理者制度によらず、県直営であることは大切です。
指定管理者制度は、事業者が変わるという不安定性や、再指定の度に指定管理料が低く抑え
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られ、雇用不安や処遇悪化を招きがちな構造を抱えています。また、系統性や専門性を必要
とする支援は、指定管理者制度の柱である効率化や採算性となじみません。
移行準備が進められているさがみ緑風園は、身体障がい分野を担う貴重な施設ですから、
県直営として残すべきです。
地域生活を豊かに支え、県の施策に反映させるために、県直営施設の堅持と整備が必要で
す。
そこで知事に伺います。当事者の選択肢を確保し、地域生活を支えるという点から、さら
に県の障がい福祉施策の充実という点から、県立施設の役割や重要性について、見解を伺い
ます。また、これらの役割にふさわしく、県内にバランスよく県立施設を整備していくこと
が必要です。併せて見解を伺います。
［黒岩知事］次に、県立障害者支援施設の役割についてです。
県立障害者支援施設については、当事者目線の障害福祉の支援を実践し、地域生活が困難
となった障害者を一時的に受け入れ、また、地域に帰れるようにする、いわゆる通過型施設
となることを役割としています。
併せて、中長期的な視点から、県立障害者支援施設のあり方について、その存続の必要性
も含め、今年度中にビジョンをまとめる予定です。
したがって、県内にバランスよく県立障害者支援施設を整備していくべきとのことですが、
新たに整備することは考えていません。

［３］家事支援外国人受入事業の重大な問題点について
（１）第三者管理協議会の不十分さについて
［君嶋議員］続いて、家事支援外国人受入事業の重大な問題点についてです。はじめに、第
三者管理協議会の不十分さについて伺います。
神奈川県は 2014 年 10 月 1 日の第
1 回東京圏国家戦略特別区域会議に
おいて、
「女性活躍推進等」を目的と
して「外国人家事支援人材の活用」
を提案し、率先して特区事業を進め
てきました。具体的には、在留資格
の規制緩和を図り、海外から家事支
援労働者を呼び込むものです。県・
国の関係 5 機関による第三者管理協
議会が、適正な管理を図るとしてい
ます。
本年 3 月 5 日付東京新聞は、
「家事
支援従事者就労を認められ来日した
フィリピン人女性 206 人が、雇用主
のニチイ学館から契約更新されず、
98 人は帰国、48 人の所在が確認でき
ない」と報じています。
4 月 6 日、日本共産党田村智子参
議院議員の質問に対し、政府は 2020
年 1 月から改善指導を行っていると
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答弁しています。しかしながら、外国人労働者保護の機能は働かなかった経過が伺えます。
一方で、第三者管理協議会事務局である県担当課にこの問題への対応を聞いたところ、
「会
議は行っていない」とし、状況把握についても「公表できない」と答えています。
県は公表できないとしましたが、9 月 28 日付内閣府地方創生推進事務局の「国家戦略特別
区域家事支援外国人受け入れ事業に関する（株）ニチイ学館への行政指導」は、次の点を求
めています。1）稼働率の改善 2）非自発的離職者を発生させない 3）住居立ち入りの写真
撮影では、プライバシーに配慮 4）就労希望者には特定機関の確保 5）帰国希望者には帰
国支援、などです。この指導内容は、報道にある雇止めなどの実態を裏付けています。
私たちが産業労働常任委員会などで示した懸念に対し、県は「第三者管理協議会があるか
ら心配ない」の旨を度々答えてきました。しかし、数年来の事態は改善されていません。神
奈川県が率先して進めてきた事業で、多くの外国人労働者が就労先を失い、まさに路頭に迷
う事態に対し、改善を図れなかったことは深刻です。
そこで知事に伺います。国と県が行った事業で人権侵害を生み出したことに対し、県の責
任について、見解を伺います。また、設置要綱では、第三者管理協議会は、事業所指導及び
労働者保護も含め事態の改善を図るべきとされていますが、なぜ改善が図れなかったのか検
証が必要です。併せて見解を伺います。
［黒岩知事］次に、家事支援外国人受入事業についてお尋ねがありました。まず、第三者管
理協議会です。
この事業を実施するにあたり、外国人材の受け入れ企業であるニチイ学館は、家事支援サ
ービスの需要以上に外国人材を入国させていたため、一部の人材が業務に従事できないまま
帰国せざるを得ないなどといった、不適切な事態を生じさせてしまいました。
そこで県は、第三者管理協議会の一員として、ニチイ学館に対して定期監査や臨時監査を
実施することで、外国人材の適正な労働条件が確保されているか、労働者保護の取組がなさ
れているかなどの点について、繰り返し確認をしてきました。このように、これまで県はそ
の責任を果たしてきたと考えています。
次に、第三者管理協議会が行なってきた業務の検証についてです。
ニチイ学館に対しての協議会のこれまでの指導等が有効に機能していたのかなどについて、
検証するべきかどうか、今後協議会の参加機関と検討してまいります。
≪再質問≫
［君嶋議員］続きまして、再質問の二つ目は、家事支援外国人受入事業についてです。
一つは、様々検証できなかった理由については、これから検証ということですけれども、3
月の新聞報道にあった所在がわからない方 48 人については、その後、状況は改善されている
のでしょうか。改善されているのであれば、新たな就職や帰国の状況などを数字とともに教
えてください。
［野田産業労働局長］産業労働局関係の再質問にお答えいたします。
今年 3 月の新聞報道で 48 人の所在が把握できていないとされていましたが、この方々のそ
の後の状況についてです。この 48 人は、本県のニチイ学館の事業所で受け入れた方だけでは
なく、他の都道府県にある事業所の方も含まれています。これらの方々で、現在行方不明と
なっている方はおりません。
一部の方はすでに帰国しており、残りの方は日本国内に滞在し、現在他の家事支援事業の
受け入れ企業等で働いている方や、合法的に滞在し職を探されている方などであることを、
第三者管理協議会として確認をしております。以上でございます。
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≪意見・要望≫
［君嶋議員］続きまして、家事支援外国人受入事業についてです。
県としては責任を受け止めず、第三者管理協議会の不十分さは残っていますから、検証を
しっかり行ってもらうことを希望します。

（２）特区事業の見直しについて
［君嶋議員］次に、特区事業の見直しについてです。
当事業は「女性活躍推進」を掲げていますが、有識者からは「利用は、高所得層のキャリア
女性に限られる」
、また「個人家庭での外国人使用は、セクハラ・パワハラなどの危険性が一
段と高い」などが指摘され、私達も同様の認識から反対していました。
さらにこの事業は、需要と供給の見込みが妥当性を欠いています。例えば、産業労働常任
委員会資料によると、2018 年 2 月 19 日から同年 4 月末日までのニチイ学館は、34 人の労働
者を抱えながら、延べ 9 回のサービス提供にとどまっています。
このような状態が数年続き、報道された事態に至ります。国会質疑によると、今年 3 月末
の契約更新対象は 489 人にも上り、その内 206 人が雇止めを含む退職に至りました。
海外からの労働者は、在留資格の制限もあり、転職は容易ではありません。また、これま
でも外国人労働者については、妊娠に至ることもあり、帰国させられることを恐れ、乳児の
遺棄や殺害に至るケースも出ています。
多くの問題点を抱える事業が、充分な是正もされず、数年経過しています。海外の女性の
人権を大きく侵害しながら、
「女性の活躍支援」を標榜することなど許されません。
しかも、国家戦略特区ワーキング・グループが、この特区事業の全国展開を図っていた事
も、先の国会質疑の中で示されています。議論の過程で稼働率改善策がニチイ学館に求めら
れ、数字上の改善のために雇止めが生じたとの指摘もあります。
大きなリスクを外国人労働者に負わせる特区事業、役割を果たせない第三者管理協議会、
その背景に全国展開を目指す動きまであるとすれば、重大です。
そこで知事に伺います。特区事業は、人権保護が不備な状態で需給バランスも考慮せず外
国人労働者を呼び寄せ、大きな被害を及ぼしています。また、
「女性活躍推進」という役割も
果たしているとは言えません。県はこの事業の検証をどのように行っているのか、見解を伺
います。また、問題の多い特区事業はやめるべきです。見解を伺います。
［黒岩知事］次に、特区事業の見直しについてです。
家事支援外国人受入事業は、国家戦略特区を活用し、本県が全国に先駆けて平成 29 年 3 月
から開始し、現在 4 年目を迎えています。制度開始直後の平成 29 年度に利用した延べ世帯数
は約 1,600 世帯、延べ利用回数は約 3,700 回でしたが、令和 2 年度にはそれぞれ約 8,000 世
帯と約 20,500 回となっており、いずれも約 5 倍に伸びています。
また、利用者へ満足度を聞いたアンケートでは、「大変満足した」が 70.1％、「満足した」
が 27.4％と、全体の 97.5％を占めています。
このように、この制度は県内で着実に普及しつつあり、また、利用者の満足度も高いこと
から、家事の負担を軽減し、女性の活躍を推進するという事業の目的は、一定程度達成でき
ているものと認識しています。こうしたことから、県としては今後もこの事業を継続してい
くべきと考えています。
≪再質問≫
［君嶋議員］そして、再質問の三つ目ですが、特区事業の評価に関わり、この事業が女性活
躍推進の役割を果たしてきたという点では疑問を感じています。
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2020 年神奈川県労働力調査によると、女性就業者数 216 万 2,000 人です。一方、この特定
機関 6 社の 9 月の利用世帯数は 687 世帯とのことです。女性就業者数の 0.03％の利用に過ぎ
ず、大きな代償を払いながら行う事業ではないと考えますが、見解を伺います。再質問は以
上です。
［黒岩知事］3 問目は、女性活躍推進の役割を果たしてきたかどうかということですかね。
この事業はすでに 4 年目を迎えまして、開始当初に比べて利用する世帯数や利用回数、先
ほど申し上げましたように大幅に増加しております。また、利用者の満足度も高いことから、
家事の負担を軽減し、女性の活躍を推進するというこの事業の役割を、一定程度果たしてい
るものと認識しております。
≪意見・要望≫
［君嶋議員］また、特区の試みは目的に照らしても破綻しています。女性の活躍支援を真剣
に行うのであれば、雇用の正規化を促し長時間労働を解消し、安心して預けられる保育園を
増やすことなどが、より多くの働く女性の支援になると考えます。
特定機関は見通しがずさん、第三者管理協議会はそれを是正することができない。このよ
うな事業に外国人を呼び込み、国際的な信用さえ失わせるような事業は、全国展開などする
べきではありません。また、神奈川県における特区事業はやめるべきです。以上です。

［４］消費者行政の体制強化と消費者被害防止について
（１）かながわ中央消費生活センターの体制強化について
［君嶋議員］続いて、消費者行政の体制強化と消費者被害防止についてです。はじめに、か
ながわ中央消費生活センターの体制強化について伺います。
神奈川県は、2020 年度において、
消費生活相談員一人当たりの相談件
数は 434.8 件と全国 6 位ですが、住
民 10 万人当たりの消費生活相談員
数は 1.6 人と全国最下位です。
消費生活相談員は、国家資格等を
必要とし、法律や専門的な知識を駆
使しながら、トラブルの解決にとど
まらず、被害からの回復や、場合に
よっては商品の改善にもつなげる重
要な仕事を担っています。ところが
現在は、これらの役割を十分には担
えず、表面的な対応にとどまってい
るとの指摘もあります。
また、来年 4 月には成人年齢の引
き下げがなされ、18 歳からは「未成
年者取消権」の適用が外され、高校
生を含む若者の消費者被害の多発が
懸念されています。消費者行政の重
要性は一段と増しています。
このような状況の中で、現在、かながわ中央消費生活センターで相談にあたる体制は、非
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常勤職員とされ、かつ定員 20 名のところ 7 月以来 4 名の欠員が生じています。この事態は利
用者サービスの低下、相談員の負担増を引き起こしています。
全国消費者団体連絡会が 47 都道府県に対して行ったアンケート調査によると、「消費生活
相談員の人員確保のために何が必要か」との設問では、2 件までの回答が可能ですが、
「処遇
の改善」が 35 件で一位となっています。
そこで知事に伺います。消費生活相談員の欠員状態が続いていることは、消費者の利益を
守るという点から、また、労働環境という点からも課題となります。欠員解消を促進させる
ためにも、正規雇用とし、その専門性にふさわしい処遇の改善が必要と考えますが、見解を
伺います。
［黒岩知事］次に、消費者行政の体制強化と消費者被害防止についてお尋ねがありました。
まず、神奈川中央消費生活センターの体制強化についてです。
県の消費生活センターでは、国家資格などを有する消費生活相談員が、消費者から寄せら
れる様々なトラブルに的確に対応し、早期の解決へと導いています。
消費生活相談員の処遇については、従前は専門家として日額の報償費で対応していました
が、平成 15 年度からは一般事務より高い報酬とした上で、非常勤の県職員として事業者との
交渉などにも対応できるようにしました。また、昨年度からは、知識経験の豊富な相談員を
リーダーとして処遇し、報酬額を引き上げるなど、専門性に応じた処遇改善を図っています。
こうしたことから、県としては消費生活相談員を正規雇用とすることは考えていませんが、
引き続き処遇改善に努めてまいります。

（２）書面交付義務電子化の廃止について
［君嶋議員］次に、書面交付義務電子化の廃止についてです。
6 月 9 日に成立した改正特定商取引法は、契約書面等の交付をせずに電子化することを可
能としました。訪問販売や通信販売は、消費者が購入の意思をもって店舗に出向くのと違い、
消費者被害が生じ易くなります。現在、重要事項記載書面と契約書面の交付が義務づけられ
ているのは、消費者被害を防止するための特定商取引法の根幹です。その意義を失わせるの
が今回の電子化です。
衆議院審議においても 4 名中 3 名の参考人が反対意見を述べ、全国の 160 を超える弁護士
会や消費者団体、消費生活相談窓口から反対の声が上がりました。
一例として、クーリングオフ制度について、書面では赤字で一定以上の大きさで書くこと
が義務付けられていますが、電子化された場合、その条項にたどり着けるかが危惧されてい
ます。
「未成年者取消権」から除外された社会経験の乏しい若者にとって、また、電子機器の適
切な操作が困難な高齢者にとって、極めて危険なものになることが予想されます。
そこで知事に伺います。消費者被害を拡大させないためには、電子化を可能とした項目の
削除を行い、書面での契約書作成を堅持するよう国に求めるべきです。見解を伺います。
［黒岩知事］次に、書面交付義務電子化の廃止についてです。
近年のデジタル化の進展を踏まえ、国は本年 6 月、特定商取引法を改正し、事業者が作成
する契約書類を消費者の承諾のもとで、電子メールなどで提供する書面交付の電子化をでき
るようにしました。
しかし、高齢者などが事業者に言われるままに書面交付の電子化を承諾してしまい、家族
が不利な契約に気がつきにくいなどの懸念から、国会は消費者の承諾用件などを慎重に検討
するよう付帯決議を行っています。
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これを受け、国は契約書面等の電子化に関する検討会を設置し、令和 5 年 7 月の改正法施
行までに、消費者からの承諾の取り方などについて検討を進めると承知しています。
県としては、こうした国の検討をしっかりと注視してまいります。

［５］安全な鉄道交通について
（１）無人駅・みどりの窓口廃止への対応について
［君嶋議員］続いて、安全な鉄道交通についてです。はじめに、無人駅・みどりの窓口廃止へ
の対応について伺います。
神奈川県内におけるＪＲ東日本鉄
道網は、様々な手法により合理化が
進められています。その一つは、県
内ＪＲ東日本 102 駅のうち 22 駅で
実施されている無人駅です。
無人駅の場合、必要に応じ遠隔操
作により他の駅が対応しますが、迅
速な対応ができません。例えば車い
すの場合、事前連絡がなければ介助
されず、予定時間には乗車できませ
ん。障害者差別解消法が定める「合
理的配慮」に反します。また、その
他の事故やトラブル対応も即応でき
ず、大事に至らせてしまう危険性も
あります。
みどりの窓口も、急速に減らされ
ています。みどりの窓口は、障がい
者減免による乗車券の販売、団体乗
車券の販売、学生団体割引き乗車券
の販売など独自の役割を担っていま
す。旅行時の交通機関などの相談も
期待されています。
ところが、9 月・10 月だけでも 8
駅のみどりの窓口が廃止され、さら
に 12 月中に廃止と案内されている
駅は、尻手・菊名・根岸・逗子等 4 駅
に及んでいます。
公共交通は、住民の足を確保し、
地域の生活を支えなければなりませ
ん。通勤の大きな部分を担い、産業
をも支えています。安全性確保と適切なサービスは必須です。
そこで知事に伺います。公共交通は、その役割に照らせば、採算性による合理化のみを押
し進めるべきではありません。知事は、県民の安全で使い易い交通網を確保するという立場
から、ＪＲ東日本に職員配置やみどりの窓口の復活を強く求めるべきと考えますが、見解を
伺います。
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［黒岩知事］次に、安全な鉄道交通についてお尋ねがありました。まず、無人駅・みどりの窓
口廃止への対応についてです。
県はこれまでも、県と市町村とで構成する神奈川県鉄道輸送力増強促進会議を通じて、地
域が求める駅に関する要望を鉄道事業者に行ってきました。
こうした中、鉄道事業者への指導監督を行っている国土交通省では、利用者等の意見を伺
いながら、駅を無人化した際の安全対策などを定めるガイドラインの策定を始めています。
また、ＪＲ東日本では、新たな券売機の導入により、機器に不慣れな方に画面を通して操
作をサポートするなど、サービスの質を維持しながらみどりの窓口の廃止を進めていくこと
を今年 5 月に発表しました。
このような国やＪＲ東日本の取組により、利用者の安全や一定の利便性は確保されると考
えられますが、今後の地域のニーズや駅の利用の実態を市町村からよく伺って、必要な対応
をＪＲ東日本に要望してまいります。

（２）横須賀線武蔵小杉駅等のホームドア設置について
［君嶋議員］次に、横須賀線武蔵小杉駅等のホームドア設置についてです。
横須賀線武蔵小杉駅は、著しい混
雑が続いています。2015 年当時、改
札口を通るための行列ができ、ピー
ク時 30 メートルにもなりました。
よ
うやくホームに上がれば、人が零れ
落ちんばかり、実際に「月に一度ぐ
らいは人が落ちる」という話もあり
ました。
これらの状態に対し、私たちは住
民の皆さんとともに、
実態調査をし、
署名を集め、粘り強くＪＲ東日本との交渉を重ね、改善を図ってきました。ピーク時には臨
時改札口を設けるよう要望し、行列は解消できました。また、混雑解消と利便性向上のため
に、駅反対側にも改札口を設けることを求め、その工事も始まっています。ホームの混雑に
ついては、これまでの上下線共用のホームから、下りホームを別に作るよう求め、来年度完
成の予定です。
このように様々改善を進めてきましたが、残された課題がホームドアです。南武線武蔵小
杉駅のホームドア設置は今年度の予定ですが、横須賀線は具体的年次が示されていません。
また、東海道線・横須賀線各駅の設置も遅れています。
そこで知事に伺います。安全性確保のために、横須賀線武蔵小杉駅のホームドア設置は待
ったなしです。ホームドア設置に際し、財政的役割を担っている県として強く設置を促すこ
とが必要ですが、見解を伺います。併せて、東海道線・横須賀線の乗降客が多い駅への設置
を急ぐよう、要望すべきです。見解を伺います。
［黒岩知事］次に、横須賀線武蔵小杉駅等のホームドア設置についてです。
県は、鉄道事業者への財政支援を行いながらホームドアの設置促進を図っており、1 日 10
万人以上が利用する 44 駅のうち、これまで 20 駅で設置が完了しています。
利用者 10 万人以上の数が最も多いＪＲ東日本は、令和 7 年度までに京浜東北線、横浜線及
び南武線での整備を先行して進めています。
一方、東海道線や武蔵小杉駅を含む横須賀線については、扉の位置や数が異なる車両が停
車することから、現在、課題解決に向けた検討を行っており、準備が整い次第整備していく
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としています。
県は、今後も国や地元市などと連携し、財政支援を行いながら、市町村とで構成する神奈
川県鉄道輸送力増強促進会議などを通じ、ホームドアの整備促進について鉄道事業者に働き
かけて参ります。

［６］基地機能の拡大に歯止めをかけることについて
（１）英空母等の横須賀入港について
［君嶋議員］続いて、基地機能の拡大に歯止めをかけることについてです。はじめに、英空
母等の横須賀入港について伺います。
英海軍空母クイーン・エリザベス
が 9 月 4 日から 8 日まで、その後も
オランダ海軍フリゲート艦など、空
母打撃群の横須賀基地への入港が続
いています。
県は感染症対策を要請したとのこ
とですが、コロナ対策だけの問題で
はありません。英国軍艦の横須賀入
港を許すことは、米軍が、他国との
紛争のために、横須賀基地を自由に
使用するという事態に道を開きます。この間、5 隻の米ミサイル駆逐艦が更新され、英空母打
撃軍まで入港する事態は、明確に基地機能強化が狙われていると言わねばなりません。
また、自衛隊は、英・米・オランダ軍などで構成する空母打撃群と、太平洋、インド洋など
で共同訓練を展開しています。これらは、歴代の日本政府が掲げてきた「専守防衛」から大
きく逸脱し、憲法違反です。
他国の軍隊が出入りする拠点化が進めば、攻撃の対象になる危険度は増し、多国籍軍の対
中国包囲網の形成は、日本が紛争に巻き込まれる危険性を孕みます。
そこで知事に伺います。米軍以外の軍艦が横須賀基地を利用することは、基地機能の強化
と他国への出撃拠点化につながりますが、知事はどのように認識しているのか伺います。ま
た、知事はこれらの事態に反対し、国と米軍に抗議すべきです。見解を伺います。
［黒岩知事］次に、基地機能の拡大に歯止めをかけることについてお尋ねがありました。ま
ず、英空母等の横須賀入港についてです。
本年 9 月の英空母等の日本への寄港は、国からは、我が国の安全保障とインド太平洋地域
の平和と安全に資するものであると説明がありました。また、今回の寄港を含め、これまで
の米国以外の外国艦船の入港等は一時的なものであり、これをもって基地機能の強化や拠点
化につながるものではないと認識しています。したがって、国や米軍に抗議する考えはあり
ません。

（２）オスプレイの厚木基地整備拠点化について
［君嶋議員］次に、オスプレイの厚木基地整備拠点化についてです。
米軍は、オスプレイの定期整備を行う企業として、陸上自衛隊木更津駐屯地におけるスバ
ルと厚木基地隣接の日本飛行機厚木工場を選定したと発表しました。契約期間は 2021 年 7 月
1 日から 2030 年 12 月 31 日となっています。
私たちは繰り返しその危険性を指摘してきましたが、オスプレイは突出して事故率が高く、
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1991 年以降 14 回事故を起こし、死亡者 41 名・行方不明者 1 名・負傷者 14 名を出した危険
な航空機です。
さらに危険度が大きいのが、整備の最終段階、工場外で行われるホバリングテストや試験
飛行です。厚木基地の場合、住宅密集地上空を飛ばなければ、東京湾にも相模湾にも出られ
ず、危険な段階の試験飛行を住宅地上空で繰り広げることとなります。
報道では、今回の新たな業者選定は、木更津での定期整備が計画通り進まないことにある
とされ、
「オスプレイの修理・整備に対応できる態勢を作るため」に、新たに厚木基地が拠点
化されたと考えられます。
「艦隊即応整備センター・西太平洋」は、米本国以外では唯一厚木基地に司令部を置いて
おり、インド・太平洋地域における米軍の即応体制を維持・強化する役割を担うと考えられ
ます。このような整備拠点化は、それ自体の問題とともに、オスプレイの飛来を激化させ、
住民をさらに危険な状態に巻き込みます。
そこで知事に伺います。オスプレイの最も危険な試験飛行を住宅地上空で行わせないため
に、住民の安全を守る神奈川県の知事として、厚木基地をオスプレイの整備拠点とすること
をやめさせるよう国に求めるべきです。見解を伺います。
以上で一回目の質問を終わります。
［黒岩知事］最後に、オスプレイの厚木基地整備拠点化についてです。
県では、これまで国に対し、オスプレイを含め米軍機の飛行等に関し、安全性の確保や基
地周辺に大きな影響を与える可能性がある事項については、事前に情報提供するよう求めて
きました。
今般の米海兵隊オスプレイの定期機体整備についても、適時適切な情報提供や整備試験飛
行の実施における万全な安全管理を求めてまいります。したがって、県として厚木基地隣接
地でのオスプレイの整備について反対する考えはありません。答弁は以上です。
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