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神奈川県議会 2022年第 3回定例会［前半］（2022/9/7～10/14） 

日本共産党 大山奈々子県議一般質問（要旨）＝分割質問＝ 

2022年 9月 16日（金）15：05～16：00 

≪主な質問項目≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〔１〕県民のいのちと暮らしを守る施策の充実について 
（１）精神障がい者が安心して地域で暮らすために 

本県が（精神障がいに関して行った）生活実態アンケートからは、精神障がい者の多くは障害特

性のために働く意欲が持てなかったり、十分な所得が得られないこと、継続的な治療が必要なこと、

精神科以外の医療機関にもかからざるを得ないことが明らかで、他の障がいに比べて公的支援が弱

く、生活が苦しい家庭が多い実態があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〔１〕県民のいのちと暮らしを守る施策の充実について 

（１）精神障がい者が安心して地域で暮らすために 

ア）精神科救急医療体制について 

イ）精神障がい者の住まいの確保について 

ウ）精神障がい者の相談体制について 

エ）精神障がいに関する教育の充実について 

（２）安全なファミリー・サポート・センター事業について 

（３）核も基地もない平和な神奈川へ 

ア）米軍オスプレイの運用問題について 

イ）発がん性が疑われる有機フッ素化合物汚染の原因調査について 
 

〔２〕県政の重要課題について 
（１）スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政について 

ア）公益性を踏まえた県立施設の利用料金のあり方について 

イ）公正性の観点から見た県立スポーツセンターの利用枠の問題について 

（２）拳銃による自死事件を重く受けとめた再発防止について 
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精神科入院治療費の事例を見ると、月

30万円を超える負担です。 

他の障がいと同様に、高齢になった親

御さんは、先行きや自分亡き後に大きな

不安を抱えて暮らしています。 

ア）精神科救急医療体制について 

神奈川県の精神科救急医療体制では、

精神障害者を夜間・休日に受け入れる基

幹病院、協力病院が偏在し、少ないのが

現状です。 

また、精神科救急医療体制の仕組み等の情報について、ほとんど公開されておらず、家族は全体

像の情報が見えない不安の中、手探りでの対応を強いられています。精神科救急の窓口電話も、夜

間・休日だけでも年間 9,000件が集中するため、いつもつながりが悪いとの声を多々聞いています。 

そこで知事にうかがいます。 

医療体制の仕組みや病院等に関する諸情報を整理公開し、回線を増やし、緊急時に連絡が取りや

すい体制を構築すべきと考えますがいかがですか。また、基幹病院や協力病院を拡充することが必

要だと考えますが、見解をうかがいます。 

［黒岩知事］ 

 

 

 

 

イ）精神障がい者の住まいの確保について 

精神障がい者は医療につがっているけれど、福祉にはつがりにくいとされています。ご家族も安

心して相談できる場が欲しいと、切実に訴えておられます。アウトリーチ型の支援で、社会参加を

促すこと等も必要です。あわせて、精神障害者が地域で自立して暮らせるための受け皿の整備を推

進するために、多様な住まいの可能性を探ることが必要です。 

そこで知事にうかがいます。住まいの多様性を確保するためにグループホームだけではなく、不

動産事業者との連携、居住支援法人を拡充するなど質の良い低廉な住まいの提供を図るべきと考え

ますが、見解をうかがいます。また、そのために住まいの財政支援をおこなうべきと考えますが見

解をうかがいます。 

［黒岩知事］ 

 

 

 

 

ウ）精神障がい者の相談体制について 

精神障がいについて、保健所でもなかなか詳しい相談に応じてもらえないというお悩みをうかが

います。この問題に応えるために専門的知見を身に着けた精神保健福祉士にご対応いただくことが

必要ですが、現状では精神保健福祉士の資格を有する方の採用枠は特に設けていないとのことです。 

そこで知事にうかがいます。 

福祉職の採用に際し、本人やご家族の相談を受けるために専門的な知見のある精神保健福祉士の

配置が保健所等に求められていますが、どのように拡充されるかうかがいます。 
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［黒岩知事］ 

 

 

 

 

エ）精神障がいに関する教育の充実について 

精神障がいは、その症状への正しい理解のなさ等により差別や偏見に晒されます。当事者団体か

ら、誰もがオープンに話せる教育と啓発の必要性と、早期発見による治療につながるという意義を

うかがいました。小・中・高生の発達に応じたカリキュラム化が必要で、人権意識と社会性を身に

つけることが急務です。また、生徒に向き合う教師の人権意識と感性を磨くためには、充実した研

修が必要です。 

そこで教育長にうかがいます。 

精神障がい理解のための教育の必要性についてうかがいます。また、取り組みについてうかがい

ます。さらに、教職員の研修メニューに精神障がい理解を盛り込むことが重要と考えますが、見解

をうかがいます。 

［花田教育長］ 

 

 

 

 

（２）安全なファミリー・サポート・センター事業について 

ファミリー・サポート・センター事業は、国が推進する市町村の事業です。子育てを地域で相互

援助する組織と説明されています。 

県内 30 自治体がセンターを設置し、

資格の問われないアドバイザーが仲介

や紹介を行い、依頼会員・提供会員・両

方を兼ねる会員の合計 56,245 名が、こ

の事業を利用しています。 

本来なら専門性を持った保育士が担

うべき保育の事業を、無資格の人でも担

えるところに問題があります。 

2017 年 11 月に児童福祉法の施行規則

が改正され、登録時に救命救急などの安全講習研修が義務付けられました。24時間程度の任意の研

修もあります。しかし、本県ではこれらの研修が実施されていないケースもあるとのことです。 

事故が発生した際の対応規範は、「市町村は発生を早期に把握して援助を行い、必要な措置を講

ずること」という通知に過ぎません。解決に公の責任が問われます。 

活動報酬についても問題があります。小田原市等のように時給 700 円という低い水準もあれば、

海老名市のように平日は 1000円、土日は 1300円という水準を公費を投入して維持している自治体

もあります。子どもの命を預かる活動に対して、どこまで正当に評価するのかが問われます。 

そこで知事にうかがいます。 

保育の専門性がない方が担うファミリー・サポート・センター事業で預けられる子どもの命を守

るために、研修を受けていない会員のいる市町村へ研修の徹底を促すべきと考えますが、見解をう

かがいます。 
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また、重大事故が発生した際は、当事者まかせにせず、指導監督権限のある県が解決のために市

町村を指導すべきと考えますが、見解をうかがいます。さらに、海老名市のように利用者負担の軽

減と最低賃金レベルの報酬を保障している自治体を応援するために、報酬も含めて本県も国も財政

支援の拡充をすべきと考えますが、見解をうかがいます。 

［黒岩知事］ 

 

 

 

 

（３）核も基地もない平和な神奈川へ 

ア）米軍オスプレイの運用問題について 

近年、米軍基地の機能強化が図られて

います。2021年以来、横須賀基地へは米

艦船のみならず、イギリス・オランダな

どのＮＡＴＯ軍関係の空母等艦船の入

港が相次いでいます。【イギリス空母】➡ 

また、厚木基地ではオスプレイの定期

整備が開始されました。 

今年も 3 月にノルウエ―、6 月にカリ

フォルニアでもオスプレイは事故を起

こし、8 月にはＣＶオスプレイのロータ

ーとエンジンをつなぐクラッチが滑る

現象で制御不能となる恐れがあるため、

米空軍はＣＶ機をすべて地上待機した

とのことですが、わずか 2週間で飛行再

開に踏み切っています。 

海兵隊に配備されているＭＶオスプ

レイに関しては、その現象は乗組員の教

育・訓練で乗り越えられるとのことで、停止を行っていないとのことです。 

そこで知事にうかがいます。 

オスプレイの危険性についての認識と、クラッチが滑る現象が確認されても運用を停止していな

い海兵隊のオスプレイに対しても、停止して点検を行うよう求め、飛行を再開した空軍に関してそ

の対応結果の公表と抜本的な改善策を国と米軍に求めるべきと考えますが、見解をうかがいます。 

［黒岩知事］ 

 

 

 

 

イ）発がん性が疑われる有機フッ素化合物汚染の原因調査について 

第二回定例会の代表質問で、君嶋議員が米軍基地由来の可能性があるＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの汚染

について原因調査を求めたところ、知事の答弁は、「継続的な監視等を行うとともに濃度に明らか

な上昇傾向がみられた場合には原因の調査を行います」というものでした。 

厚木基地下流にあたる藤沢市・大和市・綾瀬市の引地川水系有機フッ素化合物調査結果を 2020年
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度と 2021 年度で比較すると、共通した

調査地点 8地点のうち実に 6地点で両年

度とも基準値を超え、4地点で前年度を

上回り、3 倍を超えているポイントが 2

カ所、倍増が 1カ所となっています。こ

れは明らかな上昇です。 

しかし、県は明らかな上昇とは見なさ

ず、そもそも「明らかな上昇」を示す指

標を設けていないとのことです。 

そこで環境農政局長にうかがいます。 

県民の安心を担保するために、漫然と調査するだけではなく、議会答弁に実効性を持たせ、濃度

に「明らかな上昇傾向がみられた場合」の「明らかな上昇傾向」とは何か、明確な指標を期限を限

って設定し、原因調査すべきと考えますが、見解をうかがいます。 

［鈴木環境農政局長］ 

 

 

 

 

〔２〕県政の重要課題について 

（１）スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政について 

神奈川県立体育センターが再整備さ

れ、2020年から県立スポーツセンターと

してリニューアルし、供用が開始されて

います。運営形態は、県とＰＦＩ事業者

の業務分担によって行われる形です。 

私たちは、公益性の後退や、地元業者

の参入が難しいなどデメリットが多々

見られるため、ＰＦＩでの整備には反対

で、県立スポーツセンターの整備も、不

安が的中したという感が否めません。 

ア）公益性を踏まえた県立施設の利用料金のあり方について 

駐車料金が無料だったものが 1時間を

超えると追加料金が発生、トレーニング

ルームも無料でしたが一般一人一回 500

円に。スポーツアリーナは全面 1 時間

2,260円だったものが 3400円、プールも

小学生が 100円から 300円と 3倍に、宿

泊室は 1人 1泊 820円から 3,000円に。 

公の施設が民間の利用料金を参考に

するという発想自体が間違いです。県民

は広く税金を納めており、公益はあまね

く享受する権利があります。行政において、受益者負担ありきという考え方は慎むべきです。 
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そこで知事にうかがいます。 

民営施設にはない公営施設の意義は、何だとお考えですか。見解をうかがいます。また、県立ス

ポーツセンターをはじめとした県立の施設において、その利用料金は、公益性の観点から、今後、

受益者負担ありきという発想を改めるべきと考えますが、見解をうかがいます。 

［黒岩知事］ 

 

 

 

 

イ）公正性の観点から見た県立スポーツセンターの利用枠の問題について 

体育センターを頻回に利用されていた新日本スポーツ連盟神奈川という団体から、利用が極めて

困難になったとのご相談を受けました。県が一方的にスポーツ団体としての定義を設け、そこから

外れている団体には説明会の案内をしなかったとのことです。この団体が県側と交渉した際に、「あ

なたたちはスポーツ団体ではない」と言われたそうです。この定義は利用制限に直結しました。 

利用等に関する事務処理要綱によると、3 段階の優先枠が設けられ、アスリートの育成と、学校

関係、障がい者団体等、未病関連イベント等とされました。スポーツの機会が非常に限られる障が

い者の優先枠は理解できますが、一般的な利用を著しく制限する優先設定は疑問です。 

問題は、第 1優先枠に「ＰＦＩ事業者が主催する自主事業」が含まれていることです。ＰＦＩ事

業者の自主事業は 100％事業者の収入になります。構図としては、県民の税金を使って運営する施

設で一般県民利用の枠を狭めつつ、税金を使って民間企業が営利活動を行う構図です。これは公営

施設のあり方として大変問題だと考えます。 

私自身、かつて中学校の体育館を借り

て子どものサッカー部関係者とチーム

を結成し、フットサルを楽しんでいまし

た。しかし、体育館の壁の損傷が激しく、

利用を止められて以来行き場がなく、近

くの民間のフットサルコートでは利用

料金が高すぎて、ついに活動を休止せざ

るを得なくなった経験があります。 

それはスポーツの場の喪失であり、世

代や性別を超えた楽しいコミュニケー

ションの場の喪失でした。 

スポーツ基本法には、「スポーツを通

じて幸福で豊かな生活を営むことは、す

べての人々の権利」とされ、「すべての国

民が、スポーツを楽しみ、またはスポー

ツを支える活動に参画することのでき

る機会が確保されなければならない」

と、スポーツの権利性について言及して

います。 

そこでスポーツ局長にうかがいます。 

リニューアルした県立スポーツセンターの利用についての説明会に広く利用団体に参加を呼び

かけなかったことは公正さを欠くと考えますが、このことをどう捉えているか見解をうかがいます。 
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また、スポーツ団体を狭く定義したことを見直すべきと考えますが、見解をうかがいます。 

さらに、事業者の営利よりも県民がスポーツに親しむ機会を保障することを優先すべきと考えま

すが、今後の公正な利用調整に向けてどう取り組むか見解をうかがいます。 

［三枝スポーツ局長］ 

 

 

 

 

（２）拳銃による自死事件を重く受けとめた再発防止について 

2016 年 3 月 12 日、神奈川県警泉署内

において、同署の 25 歳の署員が拳銃で

自死しました。 

ご遺族が原告となり、安全配慮義務違

反により発生したとして、本県を被告と

して損害賠償請求を提起。7 月 29 日に

判決が降り、県は敗訴となりましたが、

控訴の手続きをとるということです。 

原告の主張する事件の経緯の概略は、

日常的なハラスメントがあったこと、そ

の末にメンタルを病んでいました。実家

に戻ってリフレッシュするようにアド

バイスを受けたものの、実は帰省してお

らず、寮にいて、休み明けに仕事に復帰

し、上司に拳銃を保管庫から取り出して

もらって受け取り、その直後に自死に至

ったというものです。 

人一人の尊い命が失われた事件を受

けて、警察の自浄努力が問われていま

す。拳銃の厳格な管理とあわせ、何らか

の悩みを抱えた職員が信頼して話ができる独立した第三者機関など、相談体制の強化が必要だと考

えます。 

2017 年に神奈川県警察ハラスメント防止対策要綱が作成された以降だけを見ても、相模原署で

の暴言暴行、中原署のパワハラ、川崎市警察部警部による警察官へのパワハラ、東京パラリンピッ

ク警備での部下へのパワハラなど、残念ながらハラスメント事案が多発しています。 

そこで警察本部長にうかがいます。 

この事案をうけて、一つには、拳銃の管理や、悩みごと対応について警察署内でどのように再発

防止をはかってきたのか、二つには、諸問題で悩みを抱える職員が信頼して相談できる第三者機関

を整備すべきと考えますが、見解をうかがいます。また、恒常的にハラスメント対策にどのように

取り組んでいきますか、見解をうかがいます。 

［林警察本部長］ 

 

 

 


