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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＆答弁＝分割質問＝ 

2022年9月16日（金） 

＊一問一答形式に編集 

（文責：日本共産党神奈川県議団） 

≪主な質問項目≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［大山議員］ 

〔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 

日本共産党の大山奈々子です。日本共産党神奈川県議団の一員として質問いたします。 

はじめに、県民のいのちと暮らしを守る施策の充実についてです。まず、精神障がい者が安心し

て地域で暮らすために必要な取り組みについてです。 

わが会派はこれまで精神障害に関し、救急医療体制や精神障がい者の地域生活の充実に向けて取

り上げてきましたが、本県が生活実態アンケートを行ったことは改善への大きな一歩であり、当事

者やご家族を励ましています。 

このアンケートからは、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。精神科入院治療費が月 30万円を超える例も伺っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔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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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。 

県内では、重度障害者医療費助成制度に精神障

害の２級を加えている自治体も多々あります。本

県でも精神障害２級を位置付けることと、遠方へ

の通院するためのバス料金など、移動に関する財

政支援は待ったなしの切実な願いであり、わが会

派も強く求めたいと思います。今回は、さらにいくつか解決すべき課題について質問します。 

ア）精神科救急医療体制について 

精神科救急医療体制についてです。 

質問にあたって、私は精神障がい当事者の方、精神福祉のお仕事をされている方、精神科医、看

護師さんなどに取材をいたしました。 

神奈川県の精神科救急医療体制では、精神障がい者を夜間・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。深夜の救急に対応する輪番の先生が足りず、先生も患者もご家

族も、遠隔地に行かざるを得ないケースがあるとも聞いています。 

また、現在、神奈川県内の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。ホームペ

ージの情報は症例に対応していないので、どうすればよいか途方に暮れるとのことです。それなの

に、精神科救急の窓口電話も、夜間・休日に繋がっただけでも年間 9,000件が集中するため、いつ

も繋がりが悪いとのお声を多々聞いています。 

そこで知事に伺います。 

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、見解を伺います。 

［黒岩知事］ 

大山議員のご質問に順次お答えしてまいります。県民の命と暮らしを守る施策の充実について何

点かお尋ねがありました。まず、精神障がい者が安心して地域で暮らすためについてです。はじめ

に、精神科救急医療体制についてです。 

精神疾患が急激に悪化した方に対して、速やかに救急医療の提供することは重要です。県では精

神疾患が急激に悪化した方に精神科救急を円滑にご利用いただくため、医療体制などの情報を精神

保健福祉センターのホームページで公開をしています。また、政令市とも協力して、緊急時に本人

や家族からご相談いただける窓口を設け、入院や外来受診が必要な方を的確に医療機関へ紹介でき

る体制を整えています。さらに、７つの機関病院と 44 の民間病院等が当番制で必要な数の病床を

確保し、24時間入院の受け入れが可能な体制を整備していますので、これ以上県から拡充のお願い

をすることは考えていません。 
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県では、今後も政令市や精神科医療機関等と協力し、必要な方に適切な医療を提供できるようし

っかりと取り組んで参ります。 

≪意見・要望≫ 

［大山議員］ 

ご答弁いただきました。次に、意見・要望を申し上げます。精神障がい者が安心して地域で暮ら

すための取り組みについてです。 

救急医療体制については現在十分な体制ができているという認識で、電話がなかなか繋がらない

という指摘にも、なかなか事態認識の一致が見られなかったところです。しかし、当事者の方々か

ら、本当に電話が繋がるまでは生きた心地がしないという声を聞いています。こういった当事者の

声を真摯に受け止めていただきたいと、要望をいたします。 

現在本県は、当事者目線の障害福祉推進条例の策定を目指しているところでもあり、ともに生き

る社会かながわ憲章を策定し、先ごろはこの憲章を知っている県民が 26.8％しかいないという趣

旨のテストの採点をモチーフにしたポスターを作っています。このポスターをご覧になった多くの

県民から、訳が分からないと、県は何が言いたいのか、こんなことに税金を使うべきではないと、

私自身もお叱りの言葉をいただいています。 

憲章の認知数を広げることだけが本県の共生社会の実現に繋がるのではなく、本県が障がい者政

策を推進することによってこそ、ともに生きる精神が本物だと分かっていただけるのだと考えます。 

精神障害の分野においても、現状肯定ではなく常に謙虚に当事者の声に耳を傾け、施策改善に当

たる姿勢を求めたいと思います。 

 

［大山議員］ 

イ）精神障がい者の住まいの確保について 

次に、精神障がい者の住まいの確保についてです。 

精神障がい者は、医療に繋がっているけれど福祉には繋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。引きこもっている人を待っているだけ

ではなく、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。併せて、精神障がい者が地

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。 

そこで知事に伺います。 

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、見解を伺います。

また、そのために住まいの財政支援を行うべきと考えますが、見解を伺います。 

［黒岩知事］ 

次に、精神障がい者の住まいの確保についてです。まず、住まいの多様性を確保するための取り

組みです。 

県はこれまで不動産事業所等と連携し、精神障がい者などの入居を拒まない民間賃貸住宅の登録

を促進するとともに、入居手続きなどのサポートを行う居住支援法人を増やしてきました。 

県は、引き続きこうした取り組みにより、精神障がい者などが質の良い比較的低廉な住宅に入居

できるよう努めていきます。 

次に、住まいの財政支援についてですが、所得が低い精神障がい者の方に対しては、国と地方自

治体が協調して入居する住宅の家賃を下げる制度があります。この制度は、家賃補助の期間が原則

10 年に限られることや公営住宅とどのように役割を分担していくかといった、制度を活用してい

く上で市町村とともに解決すべき難しい課題があります。 

こうしたことから、県では従来から所得が低い精神障がい者の方には住宅セーフティネットの根
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幹である県営住宅をご案内してきましたので、この取り組みを継続してまいります。 

 

［大山議員］ 

ウ）精神障がい者の相談体制について 

次に、「精神障がい者の相談体制について」です。 

また、精神障害について、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伺

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。 

そこで知事に伺います。 

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伺います。 

［黒岩知事］ 

次に、精神障がい者の相談体制についてです。 

県の保健福祉事務所等において精神保健福祉分野の相談業務を担う職員は、精神保健福祉士の有

資格者や精神分野の経験者など、適性のある人材を配置しています。 

県は福祉職を分野別ではなく総合的に対応できる人材として採用し、採用後およそ 10 年間は専

門知識や幅広い視野を身につけることを目的に複数の異なる分野で職務経験を積みますが、その後

は本人の希望も聞きながら、精神保健児童や障がいなど各分野の専門人材として育成しています。 

今後も引き続き、職場でのＯＪＴやキャリアプランによって精神保健福祉分野に対応できる人材

を計画的に育成し、適材適所の配置を行っていきます。 

さらに、今後採用パンフレットを改訂し、精神保健福祉分野を含めた様々な仕事に関われるとい

った本県の特徴を一層アピールした内容を盛り込み、精神保健福祉分野に関心がある方に応募して

いただけるよう、大学等を通して積極的に広報をしていきます。 

 

［大山議員］ 

エ）精神障害に関する教育の充実について 

次に、精神障害に関する教育の充実についてです。 

精神障害は、その症状への正しい理解の無さ等により、差別や偏見に晒されることになります。

当事者団体は精神障害について、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

治療に繋がるという意義を伺いました。 

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。 

そこで教育長に伺います。 

精神障害理解のための教育の必要性について伺います。また、取り組みについて伺います。さら

に、教職員の研修メニューに精神障害理解を盛り込むことが重要と考えますが、見解を伺います。 

［花田教育長］ 

教育関係についてお答えします。精神障害に関する教育の充実についてです。 

ともに生きる社会を目指す上で、精神障害を含め障害に対する子どもたちの理解を促進すること

は大変重要です。現在、小中高校などでは発達段階に応じて心と体の関係などを学んでおり、今年

度からは高校の保健で新たに精神疾患について学習しています。 

また、県教育委員会では教員が授業等で活用する人権学習ワークシート集を作成して、子どもた

ちに精神障害を含む障がい等への理解を啓発しています。 

さらに、人権教育や教育相談を担当する教職員を対象にした研修を毎年実施し、その内容を校内

研修等を通じて全ての教職員と共有するよう指導しています。 
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県教育委員会ではこうした取り組みを通じて、引き続き精神障害等に関する教育をしっかりと進

めてまいります。以上でございます。 

≪再質問≫ 

［大山議員］ 

ご答弁いただきました。２点再質問いたします。精神障害に関する教育の充実についてです。 

うつ病や双極性障害、統合失調症や発達障害など、精神障害は今や生涯を通じて５人に１人が経

験するとすら言われています。 

現状、全ての教員に向けた直接の研修メニューはなく、児童生徒向け教材も見せていただきまし

たけれども、あまり個別の障がいに踏み込んだ中身ではありません。 

障害理解が進むことで早期に治療に繋がったり、障害特性を知らないがゆえの差別や偏見を取り

除き、児童生徒が自分らしく生きていくために、精神障害に関する教育は子どもにも教員にも必要

です。 

精神障害理解のための冊子や、関係機関が作成した当事者の動画などがあります。せめて、本県

においても冊子や動画を作成し、あるいは既存の動画を活用する等、幅広な精神障害理解に資する

取り組みが必要だと考えますが、見解を伺います。 

［花田教育長］ 

教育関係の再質問にお答えいたします。 

県の教育委員会では、精神障害についての理解を促進するため、人権学習ワークシート集の他に

も、教職員の研修用資料として教育相談コーディネーターハンドブックを作成しております。 

これらをしっかりと活用することで、教職員や児童生徒に引き続き精神障害の理解促進を図ってま

いります。以上でございます。 

 

 

［大山議員］ 

（２）安全なファミリー・サポート・センター事業について 

続いて、安全なファミリー・サポート・センター事業についてです。 

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。センター運営の費用負担

を含め、国、県、市が同率の補助を行っ

ています。民間でいえばベビーシッタ

ー。保育園の送迎や美容院に行く間の見

守りなど、利用者の就労の有無を問わ

ず、気軽に安く子どもを預けられるとい

うことで子育て世代には需要はあるも

のの、専門性は問われていません。 

県内では 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って

います。サービスを利用する依頼会員・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。多様なニーズに応えるというと聞こえはよいのですが、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。 

公の事業である以上は、最低でも安全性の確保が必要です。2010年、大阪の八尾市でファミサポ

に預けられていた子が心肺停止で発見された事故では、その解決を行政側が当事者任せにしたこと

が国会でも議論され、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
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安全講習研修が義務付けられました。これとは別に、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を、法改正以前はもちろん、改正後にもコロナ禍などもあって実

施されていないケースもあるとのことです。こういう状態では、安全性にはなはだ疑問があると言

わざるを得ません。 

また、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。全国でこの５年間に重大事故として報告されただけで、

本県の１件含め７件の骨折事故が起きています。解決に公の責任が問われます。 

また、活動報酬についても問題があります。提供会員だった県民からご意見をいただきました。

子どもの命を預かる仕事が最低賃金を割り込む水準でよいのか、というものです。報酬は、基本、

依頼会員から提供会員へ直接支払う仕組みになっています。県内には、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 1,000円、土日は 1,300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。海老名市は、お子さんの命を預かることや提供会員の

諸経費を考慮しているとのことです。有償ボランティアとはいえ、宿泊を伴うケースもあるといい

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。 

そこで知事に伺います。 

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、見解を伺

います。 

また、重大事故が発生した際は、当事者任せにせず、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、見解を伺います。 

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、見解を伺います。 

［黒岩知事］ 

次に、安全なファミリー・サポート・センター事業についてです。 

ファミリー・サポート・センター事業は市町村が子どもを一時的に預けたい保護者と地域のボラ

ンティアを繋ぐ取り組みであり、事業実施時の子どもの安全性確保は重要です。このため、市町村

はボランティアに対して事故防止などの研修会を定期的に開催しており、未受講者には個別に連絡

を取って受講を促しています。 

県も機会を捉えて市町村に研修等の受講状況を確認し、必要に応じて受講の徹底を働きかけてい

きます。 

次に、事故発生時の対応ですが、市町村には事故を未然に防止する努力義務が課せられており、

県は指導監督者として市町村から事故の発生状況や再発防止の改善策に関する報告を受けること

になっています。 

そのため、不法行為や過失などが原因で当事者間での解決が求められる場合を除き、市町村の対

応が不十分な場合には助言を行っていきます。 

最後に、県と国の財政支援の拡充についてですが、ファミリー・サポート・センター事業の経費

を見直す場合には、実施主体である市町村の財政負担を生じることから、市町村と意見交換をして

まいります。 

≪意見・要望≫ 

［大山議員］ 

次に、安全なファミリーサポート事業についてです。 

子どもの大切な命を預かる保育という仕事の専門性を軽視した現行制度を、少しでも安全なもの

とすることは喫緊の課題です。サービス提供会員に対する報酬の改善は、国に働きかける前に市町

村と相談するというトーンでしたけども、これ、ぜひ海老名市の姿勢にならって国に働きかけてい
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ただきたいと思います。 

また、事故発生時に監督権限を行使するという趣旨のご答弁がありまして、それは評価いたしま

す。登録前の研修やフォローアップ研修を徹底することも、指導監督権限のある本県の重要な責務

です。県の取り組み次第で守れる命を守ることができる、その重みを踏まえて事業にあたっていた

だくよう要望いたします。 

 

 

［大山議員］ 

（３）核も基地もない平和な神奈川へ 

次に、核も基地もない平和な神奈川へ向けた取り組みについてです。 

「核も基地もない平和な神奈川」は、本県の指針＝県是です。ロシアによるウクライナ侵略は終

わりが見えず、日本では軍備拡張や「敵基地攻撃能力」保有が叫ばれる情勢の中で、改めて本県の

安全と平和を願って質問します。 

ア）米軍オスプレイの運用問題について 

はじめに、米軍オスプレイの運用問題についてです。 

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】➡ 

2021 年にはキャンプ座間に米第一軍

団司令部 110人が来日し、陸上総隊司令

部日米共同部とともに極めて実践的な

指揮所演習が行われたということです。 

特に、危険なオスプレイについて伺い

ます。厚木基地ではオスプレイの定期整

備が開始されました。横浜のノースドッ

クをはじめ、２年前までは県内のオスプ

レイの離着陸について、南関東防衛局か

ら本県に情報が来ていたが、その後は情

報が出せないということになったとの

ことです。 

そういう状況の中、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繋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。

不具合の原因究明もされないまま、パイロットの技量頼みの再開です。海兵隊に配備されているＭ

Ｖ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

っていないということです。 

そこで知事に伺います。 

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、見解を伺います。 

［黒岩知事］ 
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次に、核も基地もない平和な神奈川についてお尋ねがありました。米軍オスプレイの運用問題に

ついてです。 

オスプレイについては、平成 24年のわが国への配備前に重大事故が相次ぎ、その後も平成 28年

に沖縄県の海上で不時着事故が発生するなど、県民のみなさまが安全性に関する懸念が完全に払拭

されたとまでは言えないと受け止めています。 

そこで県としては、オスプレイについて安全対策の徹底や安全性に関する適時適切な情報提供等

を繰り返し国に求めてきました。そうした中、本年８月、米空軍が所属するオスプレイを地上待機

としたことが明らかになりました。 

これを受け、８月 23 日には米空軍オスプレイの安全を確認するまでの地上待機の継続、米海兵

隊オスプレイの必要に応じた地上待機措置の実施などを渉外知事会会長として国に申し入れまし

た。その後９月３日に、米空軍が飛行の安全確保を確認し地上待機措置を解除したとの情報提供が

国からありました。これを受け、県として引き続きの情報提供と飛行の安全確保の徹底を国に申し

入れました。 

航空機の安全性は重大な問題であり、引き続き基地周辺住民の方々の安全安心が確保されるよう

取り組んでまいります。私からの答弁は以上です。 

≪意見・要望≫ 

［大山議員］ 

次に、核も基地もない平和な神奈川へ向けた取り組みについてです。 

米軍基地の機能強化が図られている中で、オスプレイの危険性の認識は、従来安全だと、国の言

い分をそのまま繰り返してこられましたが、不安を覚えている県民感情を汲んだ認識が久しぶりに

示されたことは重要です。 

離発着情報が自治体に届かなくなっていること、機体に不具合があったかどうか示されないまま

乗組員の技量で解消しようという危険な対応がされていること等、県民の不安は増すばかりです。

先般は、逗子の傷害事件に、逗子市議会が米兵による犯罪であるとして抗議の決議を上げる事態も

ありました。 

基地あるがゆえの危険性が除去されるよう、県として国や米軍に不断の働きかけを行い、米軍基

地の整理、縮小、返還に繋げていくよう要望いたします。 

 

［大山議員］ 

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 

次に、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です。 

第二回定例会の代表質問で、わが会派の君嶋議員が米軍基地由来の可能性があるＰＦＯＳ、ＰＦ

ＯＡ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見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。 

その後６月には、横須賀基地の排水処

理場の排水から高濃度のＰＦＯＳ、ＰＦ

ＯＡの検出が判明したことから、横須賀

市は９月に漁場周辺で独自調査を実施

するとのことです。このように、県内で

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの検出案件が頻発し

ています。 

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年度と 2021年度で比
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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。議会答弁を行って３カ月、原因の調査を行うに至る指標も検討されていないとは驚

きました。その場しのぎの答弁かと思いたくありません。 

そこで環境農政局長に伺います。 

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見られた場合」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、見解を伺います。以上です。 

［鈴木環境農政局長］ 

環境農政局関係のご質問にお答えします。発がん性が疑われる有機フッ素化合物汚染の原因調査

についてお尋ねがありました。 

引地川水系の調査結果ですが、令和元年度の国の調査とその後の県の調査等を合わせた３年間の

データがある３地点については、いずれも年度により濃度が増減し傾向は一定していません。 

ＰＦＯＳ等は水質汚濁に係る要監視項目であり、国も暫定目標値以外の基準を示しておらず、県

が濃度の明らかな上昇を示す指標を設定することは困難ですが、目標値を超え、さらに継続して上

昇が見られる場合に、原因調査を行うことを想定しています。 

一方、最近ではＰＦＯＳ等に対する関心が高まっており、本県については必ずしも明らかな上昇

傾向は見られませんが、住民のみなさまの不安を払拭する必要があると考えています。 

そこで県は、原因調査に取り掛かるべくすでに事前準備をしており、８月に実施し現在分析中の

令和４年度のデータも確認しつつ進めていきます。県では、これからも県民に安心していただける

よう、適切な調査や情報発信に努めてまいります。私からの答弁は以上です。 

≪再質問≫ 

［大山議員］ 

また、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です。 

原因調査をされるということは評価しますが、先般横須賀において検出された有機フッ素化合物

は、米海軍横須賀基地由来であることが明らかです。 

今回質問で取り上げた地域で検出された原因として、在日米軍基地が含まれている可能性は高い

と考えられますが、沖縄でも普天間基地において立入調査を行ったように、在日米軍基地を調査対

象としていずれ据えるべきと考えますが、見解を伺います。 

［鈴木環境農政局長］ 

環境農政局関係の再質問にお答えいたします。 

引地川水系で暫定目標値を超える濃度のＰＦＯＳ等が検出された原因は、現在のところ不明であ

り、これまでの調査において比較的濃度が高かった地点を中心に調査を行いますので、在日米軍基

地は対象になりません。 

なお、調査の結果、基地が原因と推定された場合には、対応については地元市を含め関係機関と

相談して参ります。以上でございます。 

≪意見・要望≫ 

［大山議員］ 

危険な有機フッ素化合物の原因調査は行われることになりましたが、濃度の明らかな上昇があっ

た場合、調査に至るその指標は、国が設けないから設けないとのことですが、あまりにも自治体の

主体性を失ったご答弁です。「調査します。でも調査する指標はありません」では、県民の理解が得
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られず、議会答弁の信憑性に関わります。調査に踏み切る根拠を主観に左右されることなく科学的

に設定することは、責任ある行政の姿勢を示し、指標を設定することを求めます。 

米国環境保護庁は、水道水の有機フッ素化合物に関し、70ナノグラム以下を安全性の目安として

きました。我が国は 50 ナノグラムですけども、本年の米国環境保護庁はガイドラインを見直し、

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ合算で 0.024ナノグラムと、実に日本の 2,500倍以上厳しい水準に見直してき

ました。 

以上、要望申し上げ、今後も所管常任委員会で議論させていただくことをお伝えいたします。 

 

 

 

［大山議員］ 

〔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 

次に、県政の重要課題についてです。スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政についてです。

本県の県立スポーツセンターの県民利用について伺います。 

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。

県が直接執行する費用のほかに県がＰＦＩ事業者のサービスに対して支払う費用、サービス購入料

等があり、2022 年当初予算のサービス購入料は維持管理や運営支援等に対し 3 億 2 千万円強が計

上されており、その積算内訳は非公開とされています。 

近年、公営施設の整備にＰＦＩ手法が

導入されることが増えました。公共サー

ビスの提供を民間主導で行うことで、効

率的かつ効果的な公共サービスの提供

を図るという名目です。 

私たちは、公益性の後退や地元業者の

参入が難しいなどというデメリットが

先行事例で多々見られるため、ＰＦＩで

の整備には反対しています。県立スポー

ツセンターの整備も、やはり不安が的中

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 

まず、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です。 

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することにな

り、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

3,400 円。プールも小学生が 100 円から

300円と 3倍に。宿泊室に関しては、1人

1 泊 820 円から 3,000 円という負担増で

す。お金がないと使えない施設になって

しまいました。使いにくくなった、使え

なくなったという声を聴いています。 

私たちが当初、議会で料金改訂について質問した際に、駐車場に関しては民間の近傍料金も参考
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にするという答弁があって驚きました。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

が間違っています。受益者負担という言葉が語られますが、そもそも県民は広く税金を納めておら

れ、だからこそその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と考えます。 

そこで知事に伺います。 

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。見解を伺います。 

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、見解を伺います。 

［黒岩知事］ 

県政の重要課題についてお尋ねがありました。スポーツ基本法の精神を生かすスポーツ行政に関

する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です。はじめに、公営施設の意義につ

いてです。 

公の施設は地方自治法に規定されている通り、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供

するための施設であり、この点において民間施設と性質が異なります。 

県立スポーツセンターは、スポーツを推進し県民の誰もが生涯にわたりスポーツを楽しみ、以っ

て県民の心身の健全な発達、健康で明るく豊かな生活及び活力ある地域社会の実現に寄与すること

を目的に設置した施設であり、公共的役割を担っています。 

次に、県立施設における利用料金のあり方についてです。 

県立施設には様々な利用形態の施設がありますので、その全てについて受益者負担を求めるべき

とは考えていません。しかし、スポーツ施設のようにサービスの提供が特定の利用者に限定され、

民間でも類似のサービスが提供されているような施設については、公平性の観点から受益に応じた

負担を求めることが適当と考えています。私からの答弁は以上です。 

 

［大山議員］ 

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 

次に、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です。 

かつ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。この団体は全国組織で、神奈川県連盟としては大人

と子どもを合わせて県内に 3,300 人以上の会員を擁し、テニス、サッカーなど 20 種類以上の競技

の大会を開催し、全国のスポーツ祭典にはスポーツ庁の後援とメッセージも寄せられています。 

ところが、この団体はそもそも建て替えに際し、利用者説明会に招かれませんでした。県が、県

のスポーツ協会加盟団体など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ものです。そのため、建て替え後の展望が見えず、開館してみると

大幅な利用制限がかかってきました。これでは、多くの県民を置き去りにしたリニューアルだと言

わざるを得ません。 

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、優先されるべきは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。 

先に挙げた団体は抽選に参加できる機会が激減し、例えば、それまで年間 24 回使っていたサッ

カー場が改修翌年には全く使えなくなり、その後多少改善されたものの、関東大会や県大会を開催

する際に、会場探しに非常に苦労されているということです。同様に、多くの会員を有する神奈川

県ドッジボール協会さんなども優先順位が落ちたということです。 

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
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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。 

県立のスポーツ施設が改修された結

果、スポーツの場が失われるということ

があってはなりません。失意の県民をど

れほど生んだかと思うと、暗たんたる気

持ちになります。 

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、全ての

人々の権利」とされ、「全ての国民が・・

（略）・・スポーツを楽しみ、又はスポー

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伺います。 

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伺います。 

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、見解を伺います。 

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伺います。 

［三枝スポーツ局長］ 

スポーツ局関係のご質問にお答えします。公正性の観点からみた県立スポーツセンターの利用枠

の問題についてお尋ねがありました。まず、リニューアル時の説明会についてです。 

当時の説明会は、以前から国民体育大会やインターハイ等で活躍するアスリートの支援など、県

のスポーツ施策と密接な関わりのある県スポーツ協会の加盟団体等 188団体を対象に行い、他の利

用者にも同様の内容をホームページで周知しました。なお、本年度の説明会の開催に当たっては、

より広くその他の団体に対しても通知しました。 

次に、スポーツ団体の定義についてですが、スポーツセンターの利用に関する事務所利用法では、

行事の主催者、内容等から優先利用の基準を定め、県のスポーツ施策と密接に関わっている県スポ

ーツ協会等、優先度の高い主催者をスポーツ団体と定義したものであり、この考え方を見直す予定

はありません。 

次に、公正な利用調整についてですが、ＰＦＩ事業者の自主事業は幅広い方々のスポーツ参加や

多様なスポーツの普及、競技力向上に資する事業を県民に提供するもので、平日を中心に実施して

います。県では今後もより広くご利用いただけるよう努めてまいります。私からの答弁は以上です。 
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≪意見・要望≫ 

［大山議員］ 

意見・要望を申し上げます。最初に、スポーツ行政についてです。 

公の施設は、住民の福祉増進のために機能しなければなりません。税金で運営する施設を営利企

業の収益優先にすべきではなく、スポーツを楽しむ広範な県民に開かれるべきです。 

広く利用されるよう考えていくということでしたけれども、利用状況を見ながら不断のルールの

見直し、優先枠などの見直しを求めたいと思います。スポーツは人権であるという法の精神を尊重

し、期待される役割を自覚し、運営に当たられるよう要望します。 

また、説明会についてホームページで周知したというお答えがありましたが、これ、県行政全般

に言えますけど、ホームページに出したら、イコール周知とは言えません。 

先ほどは、県営住宅の利用について、当事者の方にダイレクトメールをお送りしたという丁寧な

対応がご答弁されました。ホームページを以って、それで知らせたという考え方は、これも、私た

ち、本県、卒業するべきかなと考えておりますので申し上げます。 

 

 

［大山議員］ 

（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 

次に、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です。 

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、控訴の手続きを取るとい

うことです。県民の人権と命を守る立場

から、今後の対応について伺います。 

原告の主張する事件の経緯の概略は、

命を絶った署員は、飲み会において先輩の体についたアイスをなめさせられたりキスをさせられた

りしたことがあった等々、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と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併せ、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。 

また、本事案に関わりなく、警察組織

は一般的な企業や行政機関とは異なり、

上下関係が厳しい指揮命令下に置かれ

ている上に、労働組合もないため、恒常

的なハラスメント対策を行うことが必要です。 
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2017 年には神奈川県警察ハラスメント防止対策要綱が作成されたとのことですが、それ以降だ

けを見ても、神奈川県警では、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。有効なハラスメント対策のためには、不断の見直しが必要だと考えま

す。 

そこで警察本部長に伺います。 

この事案を受けて、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

止を図ってきたのか、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、見解を伺います。 

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くか、見解を伺います。以上です。 

［林警察本部長］ 

拳銃による自死事件を重く受け止めた再発防止についてお答えいたします。 

はじめに、亡くなられた職員のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に心からお悔やみ

を申し上げます。 

県警察では警察官が拳銃を使用して自死したという事実を重く受け止め、心情把握の徹底を図る

とともに、職員が悩みを相談しやすい職場環境の構築に努めております。拳銃の管理につきまして

は、引き続き関係規定に則った適正な拳銃の保管措置に努めております。 

第三者機関の整備につきましては、現在県警察の内外の相談窓口について職員に周知していると

ころであり、現時点で考えておりません。 

次に、ハラスメント対策につきましては、県警察ではハラスメントの防止及び排除に向け、職員

に対する指導監督に努めるとともに、警察本部等の相談窓口のほか、各所属にハラスメント相談員

を置き、悩みを一人で抱え込まないよう職員に呼びかけるなど各種取り組みを推進しており、引き

続き徹底を図ってまいります。以上でございます。 

≪意見・要望≫ 

［大山議員］ 

次に、拳銃による自死事件を重く受け止めた再発防止についてです。 

尊い人命が失われた事件を受けて拳銃の管理や相談体制の徹底が図られたことは大切ですが、司

法判断でハラスメントとの因果関係が問われるかどうかと関わりなく、原告が、息子さんが自死に

至る理由の一つとしてハラスメント問題を主張しておられることは、謙虚に受け止めるべきです。  

ハラスメント防止対策要綱が作成された以降も多発していることを受け止め、抜本的な組織改革

が必要であることを申し上げて要望といたします。これで質問を終わります。どうもありがとうご

ざいました。 

 

 


