神奈川県議会 ２０２２年第１回定例会（2022/2/10～3/25）

井坂しんや県議の代表質問と答弁

＝一括質問＝

2022年2月17日（木）
＊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対策について
（１）自主療養について
（２）検査体制の拡充について

２．重度障害者及び小児医療費助成制度の拡充について
（１）重度障害者医療費助成制度について
（２）小児医療費助成制度について

３．障がい者福祉の充実について
（１）障がい福祉に係る条例について
ア 条例制定について
イ 条例の内容について
（２）地域でのサービス提供体制の充実について
（３）県と県立施設の役割について

４．地球温暖化対策の強化について
（１）太陽光発電の促進について
（２）省エネ対策について

５．建設職人基本法に基づく県計画の策定について
６．水道広域化の検討状況について
（１）神奈川県水道事業広域連携調整会議の公開について
（２）水道広域化推進プランの作成について

１．新型コロナウイルス感染症対策について
（１）自主療養について
［井坂県議］
日本共産党の井坂しんやです。私は日本共産党神奈川県会議員団を代表し、知事に質問を
させていただきます。最初に、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。
今年になり、オミクロン株の流行によって本県は現在まん延防止等重点措置が全県域で実
施をされています。
知事は 1 月 26 日に対策本部会議を開催し、保健所のひっ迫状況などから自主療養を打ち出
しました。6 歳から 49 歳で基礎疾患のない方などを対象とし、抗原検査キットや無料検査で
陽性が判明した場合、医師の診断がなくても療養をすることができるとのことです。しかし、
自ら療養を開始しようとしても、食料やパルスオキシメーターの配布もなく、また、ごみ出
しなどの自宅療養に必要な支援もないため、療養中の生活はあくまでも自己責任というもの
です。
また、このことについて、自主療養中であってもマスクをしていれば買い物に行ってもよ
いといった発言がされましたが、症状がなく陽性者でもない濃厚接触者は自宅待機を求めな
がら、陽性者が買い物に行ってもよいという矛盾した対応です。また、緊急時には診察をと
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呼びかけていますが、自主療養開始後に「やはり受診したい」と救急車を呼んだ人が数人い
たとのことです。
今回の自主療養については、厚生労働省が認めたとはいえ感染症法を逸脱した対応のため、
感染症法で定められた発生届もなく感染者の数として集計されないこと、民間の保険請求に
は使えないこと、民間の会社では休暇の扱いが会社の判断となるなど、自主療養者に不利益
が生じることにもなります。
さらに、この自主療養を始めた方が接触した方への通知については、ホームページなどに
も全く触れられておりません。濃厚接触者も特定できず、濃厚接触者と判断される方にはど
のような対応となるのでしようか。
このような状況で、選択できますとして、いかにも対応が良くなるような発信の仕方は県
民に間違ったメッセージを送ることになっていると思います。
あまりにも唐突で場当たり的な決定のため、多くの方の混乱を招いている自主療養につい
ては改めるべきと考えますが、知事の見解を伺います。
また、保健所などのひっ迫状況に対応するとしても、少なくても法定の発生届と同じよう
な効力が生じるようなシステムにするべきと考えますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
井坂議員のご質問に順次お答えして参ります。はじめに新型コロナウイルス感染症対策に
ついてお尋ねがありました。まず、自主療養についてです。
まず自主療養届については、オミクロン株が拡大するなか、救える命を救うため保健医療
資源を重症化リスクの高い方に集約していく仕組みとして、専門家のご意見もいただいて導
入したものです。現在約 7000 人の方々に選択していただいており、引き続き周知に努めてい
きます。
次に、自主療養届の効力についてです。この仕組みは感染症法に基づくものではありませ
んが、感染状況を分かりやすくお伝えするため、自主療養数を含めて新規陽性者数を発表し
ています。
また、この仕組みではいわゆる濃厚接触者はいませんが、接触された可能性がある方は感
染拡大防止対策をお願いしたいと思います。現状では、自主療養届は民間の保険請求には利
用できませんが、利用できることを可能とするよう国に働きかけていきます。
さらに、この仕組みを利用して会社等を休まれた方が不利な扱いを受けることがないよう、
経済団体等を通じてお願いしていますが、改めて分かりやすい形での周知に努めて参ります。
（２）検査体制の拡充について
［井坂県議］
次に、検査体制の拡充について伺います。
オミクロン株の感染急拡大への対応として、濃厚接触者の待機期間は 7 日間に短縮されま
した。オミクロン株は潜伏期間が短いため、一定の合理性はあるものの、5％程度の発症リス
クは無視できないので、待機期間の短縮にはＰＣＲ等の検査とセットで行うことが重要です。
また、濃厚接触者の検査を確実に行うためには、検査体制の拡充が必要です。
しかし、国はＰＣＲ検査などの診療報酬を引き下げました。このことは医療機関からも批
判が出ていますが、海老名市は検査による診療報酬の引き下げ分を、市として補助する方向
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性を出しました。
県としても診療報酬の引き下げによる影響を調査し、 医療機関への補助を検討するべきと
思います。
検査体制の拡充と検査による診療報酬引下げへの補助を行うことについて、知事の見解を
伺います。
［黒岩知事］
次に、検査体制の拡充についてです。
国の通知により濃厚接触者の待機期間が 7 日間に短縮されており、期間経過後は検査なし
で待機期間が解除されます。7 日経過後も 5％の発症リスクがあるとの指摘もありますが、厚
生労働省では科学的知見や専門家の意見も踏まえて待機期間を設定していますので、そのた
めの検査を拡充する考えはありません。
次に、検査の診療報酬引き下げの補助についてです。
医療機関が行うＰＣＲ検査等の診療報酬の一部が昨年 12 月 31 日から引き下げられている
ことは承知しており、検査するほど自己負担が増えてしまい、赤字になる医療機関もあると
聞いています。
現状では県が単独で補助を行うことは考えていませんが、国に対して診療報酬の引き上げ
を全国知事会を通じて要望しています。

２．重度障害者及び小児医療費助成制度の拡充について
［井坂県議］
次に、重度障害者及び小児医療費助成制度の拡充について伺います。
知事はコロナ禍で、全庁コロナシフトの考えの下、緊急性と必要性を加味して財政支出の
優先度を図ったとしています。しかし、私たちはもっと住民の要望に応えた財政運営が必要
と考えています。
これまでも指摘してきましたが、未病改善の取り組みなどは本当に必要な事業だったのか
きちんと検証する必要があります。
例えば、マイ未病カルテは、構築・開発費、管理・運用費、普及啓発費に令和 2 年度まで
の 6 年間で約 11 億 1131 万円をつぎ込んでいます。登録人数は 100 万人を目標とし、令和 4
年 1 月末で約 130 万 5000 人の登録があったということです。
しかし、健康指標のアプリはいろいろな民間企業からも無料で配布されており、マイ未病
カルテとの大きな違いがよくわかりません。また、自分の体の状況が分かっただけでは効果
があるとはいえず、知った上で、その改善のためにどう取り組んだのかが大切であるにも関
わらず、その後の取り組みに対する効果測定はありません。目標数値をクリアしたとしても、
そもそもの目的を達成したとは言えないと思います。
一方で、住民からも切実な要望として挙げられている子どもやひとり親、重度障害者の医
療費助成については、制度の充実が図られないままです。
（１）重度障害者医療費助成制度について
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まず、重度障害者医療費助成制度についてです。この制度は県の全額補助から制度が始ま
りましたが、現在は、県が政令市及び中核市に 3 分の 1、その他市町村には 2 分の 1 の補助
を行う仕組みとなっています。
2008 年度の制度改定で年齢制
限と一部負担金を導入し、2009 年
度に所得制限を入れたことで 、
2007 年に 72 億円以上あった県の
補助額は、2020 年度は 46 億円へ
と大幅に減っています。市町村か
らは、精神障害 2 級の方も通院助
成の対象にすることなどが求めら
れています。
重度障害者医療費助成制度の年齢制限などの廃止、精神障害 2 級の方も対象とするなど、
制度の充実を図るべきと考えますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、重度障害者及び小児医療費助成制度の拡充についてお尋ねがありました。まず、重
度障害者医療費助成制度についてです。
県は市町村からの要望を踏まえ、重度障害者医療費助成制度の安定的な運営に向け、平成
20 年度より年齢制限や自己負担金などを導入し、平成 24 年度には精神障害 1 級を対象に加
えました。
県としては、制度の安定的な運営に向けて見直しをしてきた経過を踏まえ、現行制度をし
っかりと維持していくことがまずは重要と考えています。なお、制度の見直しを行う場合に
は、実施主体である市町村の財政負担も生じることから、引き続き市町村と意見交換をして
参ります。

≪再質問≫
［井坂県議］
それでは、知事から答弁いただきましたので、再質問をさせていただきたいと思います。
ちょっと早口だったので聞き取れなかった部分もあるのですが、再質問させていただきます。
まず最初に、重度障害者の医療費助成制度についてです。
知事は答弁の中で、意見交換をしていくという話をされていました。平成 31 年、今から 3
年前、私はこの内容の質問をしています。その時も、市町村と協議するという答弁をされて
いました。しかし、それ以降一向に制度は進んでいないし、知事は意見を聞くというふうに
言われていますけれども、意見交換すると言われていますけど、それは市町村の要望を前向
きに捉えるための意見交換なのか、ただ単純に意見を聞くだけなのか、どちらなのか聞かせ
ていただきたいと思います。
［黒岩知事］
それでは再質問にお答えいたします。あまりにも質問数が多いので、早口になったことは
申し訳ないと思っておりますけれども、お答えして参りたいと思います。
重度障害者医療費助成制度、それからまた小児医療費助成制度の問題についての質問があ
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りましたけれども、県と市町村のこの会議でありますけども、毎年会議を行っておりまして 、
しっかりこれを引き続き、これからも会議を行っていき、意見交換をしていきたいと考えて
おりまして、別に我々が何かこのただ単に意見交換しているわけではなくて、しっかりと耳
を傾けながら、この会議を前に進めていきたい、お互いのコミュニケーションを取りながら
進めていきたいと考えています。

≪意見・要望≫
［井坂県議］
再答弁、ありがとうございました。それでは何点か、意見と要望を言わせていただきたい
と思います。まずは、重度障害者医療費助成制度。
意見交換は毎年行なっているということでありましたけども、ぜひ市町村からの要望をし
っかりと前向きに受け止めて会議をしてもらいたいと思っています。特に、小児医療費助成
制度などは、これだけずっと多くの市町村から出ているわけですから、それを本当に前向き
に応えるという姿勢をぜひ持っていただきたいというふうに思います。
（２）小児医療費助成制度について
［井坂県議］
次に、小児医療費助成制度についてです。このことについては、私たちも何度となく制度
の改善を求めてきました。小児医療費助成制度の対象年齢の拡大などについては、毎年、市
長会や町村長会から引き上げの要望が出されています。
市町村では通院助成の対象年齢を広げており、小学校 6 年生までとしているのは川崎市と
湯河原町ですが、本年 4 月から湯河原町は中学校 3 年生まで対象とするとのことです。また、
中学校 3 年生までとしているのは
県内 30 市町村ですが、松田町は本
年 4 月から 18 歳まで対象とする
とのことです。そして、大井町は
現在も 18 歳までを対象としてい
る状況です。
関東の都県と比較すると、東京
都、群馬県は中学校卒業まで、茨
城県、栃木県は小学校卒業まで、
千葉県は小学校 3 年生までとなっ
ているなど、近隣と比較しても低
い状況です。
さらに補助率では、全国の多く
の都道府県が 2 分の 1 の補助率で
すが、本県は 2 分の 1 の補助が 15
市町村、3 分の 1 の補助が 15 市
町、政令市は 4 分の 1 となってい
ます。
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知事はこれまでも 2008 年の制
度変更時の市町村との協議でまと
まったと述べていますが、市町村
から制度変更への反対意見も多
く、最終的に県の判断で決めたと
いうのが実情だと思います。だか
らこそ、毎年、制度の充実の要望が
市町村から出ているのではないで
しようか。
市町村の努力に応えてこなかった県の姿勢は改め、小児医療費助成制度の拡充を図るべき
と考えますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、小児医療費助成制度についてです。
県は小児医療費助成制度の安定的な運営に向け市町村と協議を行い、平成 20 年度から利用
者が医療費の一部を負担する制度を導入しました。併せて、通院する場合の医療費の補助対
象年齢を 3 歳未満から小学校就学前まで引き上げるとともに、所得制限を緩和し制度の拡充
を行いました。
県としては制度の安定的な運営に向けて見直しをしてきた経過を踏まえ、現行制度をしっ
かりと維持していくことが重要と考えています。
この小児医療費助成や先ほどご答弁した重度障害者医療費助成といった制度は、本来国の
社会保障制度の中に位置づけられるべきものと考えており、全国統一の制度とするよう引き
続き国に要望して参ります。

≪再質問≫
［井坂県議］
それから重度障害者医療費助成、それから小児医療費助成、両方ともなんですが、それぞ
れ制度維持のために現行制度を維持するというふうに言われていますけども、市町村からこ
れだけ多くの要望が出されているということについてどう感じているのでしょうか。やはり、
それに対してどう思っているのか、ぜひ知事のお考えを示していただきたいと思います。
［黒岩知事］
そして、基本的にどう考えているのかということでありますけども、市町村から要望が沢
山ある。先ほども申し上げましたように、医療費助成制度というのは本来国の社会保障制度
の中に位置付けられ、全国統一の制度とすべきだといったことが我々の考えでありまして、
しっかりとこれを、これからも国に要望していきたい、そのように考えております。

３．障がい者福祉の充実について
（１）障がい福祉に係る条例について
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ア

条例制定について

［井坂県議］
次に、障がい者福祉の充実について伺います。
まず、条例制定についてです。知事は、当事者目線の障がい福祉を打ち出し、県立の障が
い者施設を通過型施設と位置づけ、障がい者の地域移行を進めること、当事者目線の障がい
福祉に係る将来展望検討委員会からの提言で、普遍的な仕組みづくりのために条例制定の方
向性を示されました。
私は、2019 年の第 2 回定例会の代表質問で、障がい者の差別解消に係る条例制定について
質問をしましたが、知事は、条例制定の考えはないとの答弁でした。その点から大きく変化
したことは、大切なことだと思います。
そういった観点から、まずは条例制定について伺います。
今回制定しようとする条例は、当然、当事者の参加が保障されることは大変重要です。し
かし、今回示されたスケジュールでは、今定例会に骨子案を示し、本年 9 月に条例案を県議
会に提案するとのことです。タイトなスケジュールだと思いますが、当事者の参加をどのよ
うに保障するつもりなのでしようか。
普遍的な仕組みづくりということであれば、当事者や関係団体、学識経験者なども入れた
検討組織をつくって進める必要があると思いますが、知事の見解を伺います。
また、当事者や関係団体の意見を十分に反映するために、スケジュールの見直しが必要と
思いますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、障がい者福祉の充実について何点かお尋ねがありました。まず、障がい福祉に係る
条例についてです。初めに、条例制定についてです。
昨年 9 月の県議会で本県の障がい福祉の普遍的な仕組み作りが必要と答弁して以来、関係
団体や市町村と意見交換を行い、私自身現場や障がい当事者との対話を重ね、当事者目線の
障害福祉推進条例の検討を進めてきました。
また、障がい当事者や関係団体、学識経験者などによる当事者目線の障がい福祉に係る将
来展望検討委員会での議論を、条例にできる限り反映していきます。今後も、本年 9 月の県
議会への条例提案に向け、パブリックコメントの他、当事者や支援者などの様々な方と意見
交換を行って検討を進めて参ります。
従いまして、新たな会議体の設置やスケジュールの見直しは考えておりません。

≪再質問≫
［井坂県議］
三つ目です。障がい福祉の充実について、条例制定についてですが、当事者の参加を保障
することについて私は伺いました。新たな検討組織は作らない。その理由としては、当事者
目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会で論議しているという中身の発言があったと思
います。しかし、この検討会に参加している当事者は、知的障がいの方たちです。視覚障が
いや聴覚障がい、身体障がい、精神障がいなど、様々な障がい当事者の参加が私は必要だと
思います。
様々な障がい当事者の検討会への参加を保障する必要があると思いますけども、知事の見
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解を伺いたいと思います。
［黒岩知事］
それから、当事者目線の障がい福祉ですね。様々な障がいもあるだろうといったことであ
ります。この当事者目線の障がい福祉を考える上でのこの将来展望検討委員会、ここでの障
がい者のみなさんの発言というのは非常に重いものがありまして、我々も学ぶことが沢山あ
ります。 確かに障がい当事者のみなさんの声に耳をしっかりと傾けることは、大事なことだ
とつくづく思っているところであります。
この条例は、もちろん知的障がい者に限るものではありませんので、それぞれ以外の様々
な 障がいのみなさんとともにしっかりと意見交換、これからも行なっていって、実施してい
きたいと考えているところであります。

≪意見・要望≫
［井坂県議］
それからですね、障がい福祉の関係する条例制定の関係です。
私も当事者の意見を聞くことは非常に重要だと思っていて、今回作る条例というのは知的
障がいに限ったものではないということであれば、それぞれ精神障がいやまた視覚や聴覚、
身体障がい、様々な障がいの特性に応じてそれぞれ作っていくということも重要になると思
うんです。
ですから、そういう当事者の方が、どう積極的に参加できる体制を取るのかということが
大事です。障害者権利条約では、障がい者が政策及び計画に関わる意思決定の過程に積極的
に関与する機会を有すべきである、このことが明確に示されています。
「意見を聞くからいい」ではなく、やはり検討の段階からそこに参加するということが、
私は大事なんじゃないかというふうに思っていますので、その点はぜひ検討していただきた
いなというふうに思っています。
イ

条例の内容について

［井坂県議］
次に、条例の内容についてです。
知事は当事者目線の条例制定を進めようとしていますが、そうであるならば、理念や責務、
役割等について規定するだけではなく、さまざまな場面での権利侵害や障がい者への差別に
対応する内容にする必要があると思います。県は合理的配慮の事例集を作成していますが、
条例の中に合理的配慮の指針を明記し、合理的配慮について広く周知することや、合理的配
慮がなされなかった時の対応、社会参加の保障と就労時などの差別、虐待など障がい者の権
利が侵害された場合の相談体制や救済制度など、さまざまな場面での具体的な対応を含んだ
条例とする必要があります。
今回の条例では、合理的配慮の指針について条文化すること、権利侵害が起こった際の具
体的な相談体制や救済制度を創設すること、障がい者施策を進める上での財政措置の充実に
ついて盛り込む必要があると思いますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、条例の内容についてです。
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県では、現在、当事者目線の障がい福祉の実現を目的とした条例の制定に取り組んでいま
す。 当事者目線の障がい福祉とは、本人の望みや願いを第一に考え、また、当事者の心の声
に耳を傾け、支援者など周りの人が工夫をしながらサポートすることで、お互いの心が輝く
ことであります。
この実現には、障がいを理由とする差別の解消や虐待の防止が大変重要な要素であります
ので、条例の中にしっかりと規定し、取り組みの充実や県民のみなさまへの更なる啓発を図
っていきます。
その他お尋ねの合理的配慮の指針や権利障害に関する救済制度の創設などについては、今
後県民のみなさまをはじめ、様々な方々と意見交換を行う中で検討して参ります。
（２）地域でのサービス提供体制の充実について
［井坂県議］
次に、障がい者の地域移行を進めるために、地域でのサービス提供体制の充実について伺
います。
昨年 12 月のわが会派の代表質問でもグループホームの支援の強化を求めましたが、知事
は、市町村に県単補助の活用を促していくとの答弁でした。また、2017 年 9 月の代表質問で
は、地域移行の推進を求めた際、障がい福祉計画に位置付け着実に実行すると述べました。
しかし、5 年たちましたが、現実は計画通りに地域移行が進んでいないと思います。
知事は、地域移行が進まない原因をどのように考えているのでしようか。
私たちは、昨年末に津久井やまゆり園や愛名やまゆり園を視察するとともに、民間の施設
の実情なども聞かせていただきました。その中では、グループホームの運営は多くのところ
が赤字か採算ぎりぎりであり、同じ法人内の入所施設の運営と合わせて、何とかやりくりし
ているなどの実情が話されました。
さらに、相談支援体制の問題も出されました。障がい者が地域生活をするためには、サー
ビス等利用計画をつくる必要があります。その相談支援センターの運営が財政的にも人員的
にも厳しい状況が出されました。障がい者のサービス等利用計画を作成する相談支援員は、
介護保険でいうところのケアマネジャーに相当します。その相談支援センターの運営が厳し
いため、サービス等利用計画を相
談支援員ではなく、自ら作成して
いるセルフプランが非常に多くな
っています。横浜市では 45.8％、
川崎市では 54.2％、横須賀市では
36.8％、県全体では 40.3％がセル
フプランという実態です。
このような状況を見ても、あま
りにも人材が不足していて、十分
に地域でのサービスを提供できるような状況ではありません。
地域での生活を支えるための相談やサービス提供体制が不十分なため、家庭での生活が困
難になり、保護者の方が助けを求めるかのように施設への入所を希望しているのが現状です。
施設からの地域移行も大切ですが、同時に、今地域に暮らしている方が地域で暮らし続けら
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れるように、県が支援していくことも重要です。しかし、今回の予算案を見ても、地域生活
のための予算の増額はさほど増えていないのが現状です。
少なくても地域移行の促進を謳うのであれば、地域のサービス提供体制を充実するために、
県として市町村に対して十分な財政支援と人材の確保策を示す必要があると思いますが、知
事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、地域でのサービス提供体制の充実についてです。
重度障害者を地域のグループホーム等で受け入れるためには、バリアフリーなどのハード
整備や手厚い人員配置など事業者の負担が大きいことから、地域移行が十分進んでいないと
認識しています。
そこで、県では事業者の負担を軽減するため、グループホームに対して設置や運営に係る
経費を市町村を通じて引き続き補助します。また、令和 4 年度当初予算案では、重度障害者
の受け入れが促進されるよう、グループホームに対して人員配置の補助の拡充に加え、施設
整備の補助を新たに計上して、障がい者の地域移行の支援を行っていきたいと考えています。
さらに、地域移行や意思決定支援の要となる相談支援専門員などの養成、研修を実施し、人
材確保を進めていきます。
県は当事者目線の障がい福祉の実現を目指し、引き続き市町村と連携して地域のサービス
資源の充実を図って参ります。

≪意見・要望≫
［井坂県議］
それから、地域でのサービス提供体制を充実することについてです。地域移行を進める上
でも、非常に相談支援員の問題、どうやって確保していくかというのは重要な問題です。
ぜひ県として必要な地域移行の、地域で暮らせるための支援をもっと充実していただきた
い。最後にそのことを要望いたしまして、私の代表質問を終わりとさせていただきます。あ
りがとうございました。
（３）県と県立施設の役割について
［井坂県議］
次に、障がい福祉に係る県と県立施設の役割について伺います。
当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会の第 8 回検討資料の中には、県が担う
べき業務の見直しという項目で、
「県本庁部局は企画立案業務にシ
フトし、政策実施業務はできる限
りノウハウのある民間機関・団体
に切り出すこととする」という見
直しの論点が提示されました。
これは県と県立施設の役割の後
退だと、厳しく指摘せざるを得ま
せん。とりわけ、企画立案業務に
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シフトといいますが、現場を経験していない人が的確な企画立案ができるとは思えません。
また、関係団体などからのアンケートでも明らかなように、県立施設に求められているの
は、障がい者の緊急時の受け入れなど、障がい者や民間施設などが困った時のセーフティー
ネットとしての役割、また、福祉人材の育成や専門的な支援のあり方の研究と研究成果の普
及など、民間では取り組みにくい事業を実施する役割などです。その点を重視するならば、
現段階で県立施設をなくすような論議は必要ないと思います。
業務の見直しというのであれば、県立施設に寄せられている役割や機能を十分に果たすだ
けの人材配置をすること、民間の障害福祉サービス提供者が十分に事業運営できるように県
の補助額を増額するなど、県としての財政的な支援を充実する方向で見直すべきと思います
が、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、県と県立施設の役割についてです。
県は当事者目線の障がい福祉の実現に向け、令和 4 年度当初予算案に県立施設の充実や地
域の民間事業所への財政的支援に必要な経費を計上しています。具体的には、県立施設が地
域生活移行を積極的に進める通過型施設に転換することを目指し、中井やまゆり園に利用者
の日中活動や地域生活移行を強化するための新たな人員を配置します。
また、民間事業者については、グループホームに対して設置や運営に係る経費を引き続き
補助するとともに、重度障害者の方の受け入れが促進されるよう、施設整備や人員配置に対
する補助を新たに計上するなど、地域支援の充実に努めていきます。
県と県立施設は、当事者目線の障がい福祉の実現に向けて、その役割を着実に果たして参
ります。

≪再質問≫
［井坂県議］
そして、四つ目です。県と県立施設の役割について伺いました。答弁では、中井やまゆり
園等にきちっと人の配置も、人材配置もしているし予算もつけたということですので、これ、
確認なんですが、現段階で県としては県本庁部局は企画立案業務にシフトし、政策実施業務
は出来る限りノウハウがある民間機関団体に切り出していくというこの提案に対する方向性
は、まだ県としては現段階で持っていないということでいいのかどうか、確認させてくださ
い。以上が再質問です。
［黒岩知事］
県と県立施設の役割分担の話ですかね。現状、障害者支援業務は本庁部局が企画立案を担
い、実際の支援業務というのは直営または指定管理で運営している障害者支援施設などで実
施しています。
ご質問の役割分担については、当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会からご
提案をいただいていますけれども、今後については、こういったご提案等も含めながらです
ね、検討して参りたい、そのように考えております。答弁は以上です。
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４．地球温暖化対策の強化について
［井坂県議］
次に、地球温暖化対策の強化について伺います。
昨年開催されたＣＯＰ２６では、実質上、パリ協定の目標を 2℃未満から 1.5℃未満へと強
めることとなりました。また、石炭火力発電所について「段階的に削減」すると言及するな
ど、石炭火力からの脱却が示されました。
このような世界的な動きの中で、日本の温室効果ガスの排出削減目標が 2013 年度比 46％
というのは、先進国と比較して低い状況です。同時に、県が昨年改定した地球温暖化対策計
画も国の目標に合わせているわけですので、先進国の目標に合わせ削減目標を高めることが
必要です。
（１）太陽光発電の促進について
県の具体的な取り組みとして、まず、太陽光発電を促進することについて伺います。
私たちは、これまでも太陽光発
電の推進の一つとして、ソーラー
シェアリングを取り上げてきまし
た。県は 2020 年度までに累計 100
件の設置を目標に掲げましたが、
実際には 58 件となっています。こ
の間、コロナの関係で研修会など
が開催できなかったことなどもあ
り、農業者の理解促進はなかなか
進んでいない状況です。
一方で、農業者の中には、この事業を実施したくても農協などの金融機関が融資をしてく
れないなどの相談も寄せられています。ＦＩＴ制度の買取価格が低くなる中で、返済などに
不安があるためとのことです。県は、ソーラーシェアリングをソーラー発電等促進融資の対
象としていますが、この融資は、農業者が多く利用する農協の融資は対象外となっているこ
ともあり、実績は 1 件となっています。
また、太陽光パネルを県の施設に設置することについては、現在 160 施設に設置されてい
ますが、県立高校に多く設置されています。建物数が多い県営住宅などは、一部にしか設置
されていません。太陽光パネルを県として県立施設に設置する場合は、原則自家消費型とし
ているとのことで、県営住宅では自家消費型で使える範囲が少ないなどの理由から、設置が
少ない状況です。
県が原則自家消費型としているのは、ＦＩＴ制度での売電では最終的には電気料金に上乗
せされるためとのことです。そもそもＦＩＴ制度の電気料金への上乗せ方式は、大手電力会
社がマイナスにならない仕組みであり、ＦＩＴ制度自体の見直しも必要です。
太陽光発電を広げるためには、今ある制度の改善も必要です。県としてＦＩＴ制度の改善
を含め、太陽光発電を広げるために積極的に国に要望する必要があると思いますが、知事の
見解を伺います。
また、県は現在 0 円ソーラーや共同購入などを進めていますが、個人の住宅の太陽光パネ
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ルの設置や蓄電池の設置に対する補助を実施するなど、更なる太陽光発電を広げる取り組み
を行う必要があると思いますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、地球温暖化対策の強化についてお尋ねがありました。まず、太陽光発電の促進につ
いてです。
初めに国への要望についてですが、ＦＩＴ制度は国民負担の増加などを考慮し国において
既に見直しが行われていますので、改めて国に制度改善を求める考えはありません。
一方で、例えば既存住宅において、自家消費型の太陽光発電設備を設置する際の税額控除
など、太陽光発電の普及に必要な制度改善については、毎年国に対して要望を行っています。
次に、更なる太陽光発電を広める取り組みとして、県では設置のハードルとなっている初
期費用を軽減できる共同購入事業と、初期費用なしで設置できるゼロ円ソーラーへの補助事
業を実施しています。この二つの事業は、住宅への太陽光発電の普及策として最も費用対効
果が高いため、今後とも取り組んでいきたいと考えています。
また、太陽光発電の導入をさらに加速化させていくため、電力の需給バランスを調整する
バーチャルパワープラントの形成への支援も新たに実施したいと考えています。
（２）省エネ対策について
［井坂県議］
次に、省エネ対策についてです。
県は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ：ゼッチ）やネット・ゼロ・エネルギ
ー・ビル（ＺＥＢ：ゼブ）に補助をし、省エネ住宅の促進を図っています。2020 年度の補助
件数はＺＥＨで 284 件、ＺＥＢが 1 件とのことで、省エネ住宅を広げるにはまだまだ時間が
かかります。
一方で、2018 年度から始まった
既存住宅省エネ改修費補助は、既
存住宅の省エネ対策であり補助額
も少ないために、多くの住宅で省
エネが進みます。初年度は 1000 万
円の予算額で 107 件の補助でした
が、2021 年度は 60 件の見込みで
予算額は 450 万円と減額されてい
ます。また、2021 年度の実績は 56
件の補助となっていますが、予算
枠でしか対応しないため、募集は
4 月 23 日に始まり、2 カ月もたた
ない 6 月 11 日に予算枠がいっぱ
いになったため、募集を停止して
いるのが実情です。
県民からの申請も多く、省エネ
対策として効果のある事業ですの
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で、予算枠で募集を打ち切るとい
う運用を改めて、対象となる家屋
にはいつでも申請を受け付け、必
要があれば予算の増額をして取り
組むことが必要ではないでしよう
か。
また、公共施設の省エネ対策と
しては、2022 年度の地方財政計画
では、公共施設の脱炭素化の取組
等の推進が位置づけられ、事業費
1000 億円が計上されています。こ
のような政府の事業を活用して、
県の公共施設の省エネ化に取り組
む必要があると思います。
そこで知事に伺いますが、省エ
ネ対策を進める上で、既存住宅省
エネ改修費補助を増額し、運用の
見直しを行うことが必要と思いま
すが、見解を伺います。
また、国が財政措置をする公共施設の脱炭素化の事業費を活用した事業展開に向けてどの
ように取り組むのか、見解を伺います。
また、来年度予算にはどのように反映させたのか、見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、省エネ対策についてです。まず、既存住宅省エネ改修費補助は、窓等を改修する簡
易な工事のみで省エネ化を図る取り組みを支援するものであり、ＺＥＨの施工が難しい中小
工務店が断熱改修技術を習得するきっかけを作る目的で、モデル的に実施しています。こう
した事業の目的や内容から、予算規模や運用は妥当なものと考えています。
次に、国が財政措置する公共施設の脱炭素化の事業費の活用についてです。
県では、率先して県有施設の脱炭素化に取り組むこととしており、それに伴う財源につき
ましては、民間資金の活用や国庫支出金の確保に努めていきます。
そうしたなか、国の令和 4 年度地方財政計画に公共施設の脱炭素化事業が追加され、県債
の元利償還金に対して交付税措置が講じられることになりましたが、現時点で適用要件が示
されていないため、来年度予算には反映していません。

５．建設職人基本法に基つく県計画の策定について
［井坂県議］
次に、建設職人基本法に基づく県計画の策定について伺います。
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2016 年に「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」
（＊）が制定され、
国は法に基づき 2017 年に基本計画を策定しました。この中には、建設現場の安全対策やひと
り親方への対策などが明記されました。（＊）いわゆる建設職人基本法
国の計画では、都道府県でも計
画の策定を努力義務としていま
す。現在 33 都道府県で計画が策定
されました。本県としても策定に
向けた検討をしていましたが、こ
のコロナ禍で検討が中断している
状況です。
建設職人基本法では、少なくと
も 5 年ごとに基本計画を見直すこ
とを検討するとなっており、本年 6 月が基本計画策定から 5 年となります。そのため、国会
の議員連盟では昨年アンケート調査を実施するなど、計画改定に向けた取り組みを進めてい
ます。
アンケート調査の結果によると、基本計画で見直すべき項目として「安全衛生経費がきち
んと支払われるように対策を講じること」は 77.8％、
「処遇改善と地位の向上について具体策
を講じること」は 71.7％が必要と回答しています。
そこで知事に伺います。建設労働者の減少や不足が明らかになってきている状況を改善す
るためには、県としても国の計画改定を受けて 2022 年度中に計画策定を行う必要があると思
いますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、建設職人基本法に基づく県計画の策定についてお尋ねがありました。
建設業では労働災害が多く発生していることから、建設工事従事者の安全や健康を確保す
るため、いわゆる建設職人基本法が制定されました。
この法律では、政府は施策の総合的な推進等を図るための基本計画を策定し、県は基本計
画を勘案し、県や関係機関の施策を取りまとめた基本計画の策定に努めるものとされていま
す。基本計画は少なくとも 5 年ごとに見直しを行うこととされており、現在政府は平成 29 年
に策定した基本計画について、関係団体の意見などを踏まえ、改訂に向けた検討を進めてい
ると承知しています。
県はすでに本県の建設工事従事者の安全等に関する課題整理を行い、改善に向けた施策の
方向性について、労働安全衛生に権限を有する神奈川労働局などの関係機関との意見交換に
着手しています。
今後、県は政府が進めている検討状況を引き続き注視するとともに、県や関係機関の施策
を取りまとめ、政府が基本計画の改定を行った際には、基本計画の策定を行いたいと考えて
います。
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６．水道広域化の検討状況について
［井坂県議］
次に、水道広域化の検討状況について伺います。
国は 2022 年度までに各都道府県に水道広域化推進プランの策定を求めており、本県も現
在、県及び県内全水道事業者で構成する神奈川県水道事業広域連携調整会議を開催するとと
もに、県の水道ビジョンの改定のため、神奈川県水道ビジョン検討会を並行して進めていま
す。
（１）神奈川県水道事業広域連携調整会議の公開について
まず、伺いたいのは会議の公開についてです。
神奈川県水道ビジョン検討会は、第 1 回の会議で生活衛生部長が、水道事業者や県の取り
組みをより効果的に県民に届けるため、前回は非公開とした水道ビジョン検討会を原則公開
するとの発言があり、原則公開となりました。一方で、広域連携調整会議は非公開となって
います。その理由は、各事業者が公開に懸念を表明したからとのことでした。
そこで知事に伺います。政策決定の過程を公開することは、民主的な論議を保障する上で
も大変重要です。会議を公開とすべきと考えますが、知事の見解を伺います。
また、これまでの広域連携調整会議は非公開となっていましたので、少なくても資料や議
事録などは今後公開するべきと考えますが、知事の見解を伺います。
［黒岩知事］
次に、水道広域化の検討状況についてお尋ねがありました。まず、神奈川県水道事業広域
連携調整会議の公開についてです。
この会議では、簡易水道を含め、県内の全水道事業者が参画し、事業者同士の様々な連携
を見据え、将来の料金のあり方など経営に深く関わることについても議論をしています。こ
のように、公開されれば各事業者の業務遂行に支障を及ぼしかねない情報を扱うことから、
会議については非公開とする必要があると考えています。
また、資料や議事録については、プラン策定後どの範囲であれば公開できるかなど、神奈
川県情報公開条例の趣旨を踏まえて、水道事業者等とよく調整して参ります。
（２）水道広域化推進プランの作成について
［井坂県議］
次に、水道広域化プランの作成についてです。
現在、県は広域化について現状
分析と将来見通し、広域化のシミ
ュレーションなどの作成を委託し
ています。それによると、県内を
県東部、県央部、県西部の 3 ブロ
ックに分けて検討を進めていま
す。
私は、今後の水道事業を進める
にあたっては、県が広域化ありき

16

で経営の統合や組織の統合などを
位置づけるやり方は、控えるべき
と考えています。
以前、2018 年度には県西部の 2
市 8 町の広域化の論議がありまし
た。その際、県は箱根地区の包括
委託の説明を 2 市 8 町に行い、広
域での包括的な委託を進めようと
していました。しかし、その後、
各市町から異論が出たことでそれ
は断念し、それぞれの課題解決の
ための取り組みを共同して行うこ
となどが論議されたと思います。
今回の広域化については、こう
いったこれまでの論議を生かし、
アセットマネジメントや技術者の
確保など各事業者の課題を明らか
にし、その課題の解決となるよう
県が支援を充実させる方向で検討
するべきと思いますが、知事の見
解を伺います。
以上で、私の第１回目の質問と
させていただきます。
［黒岩知事］
最後に、水道広域化推進プラン
の作成についてです。
水道広域化推進プランでは、県
内を三つの県域に分け、地域の特
性や課題も踏まえ、それぞれにふさわしい連携方策を具体に提示していきます。
現在は、事業統合や経営の一体化の他、業務の共同化、災害時の相互応援など、様々な連
携方策について、将来的な資産管理や人材確保策等の面から、効果を検証するためのシミュ
レーションを行っています。今後、県域や事業者に応じたきめ細かな連携方策を示すととも
に、それぞれに寄り添った支援を行い、持続可能な神奈川水道を実現して参ります。
答弁は以上です。
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