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決算特別委員会における各会派の意見発表 

（平成30年度決算） 

 

[自民党] 

平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同年度神奈川県特別会計歳入歳出決算

並びに神奈川県公営企業決算の認定に当たり、自由民主党神奈川県議会議員団を代表し

て意見を申し上げます。 

本県の平成30年度一般会計の歳入決算は、企業収益の改善や地方消費税の清算基準見

直しを反映して、法人二税や地方消費税が増収となったものの、県費負担教職員制度の

見直しに伴う政令市への税源移譲により個人県民税が減収となったこと、減収補塡債の

発行を行わなかったこと等によって県債の発行が減少したことなどから、歳入額は前年

度に比べて減少しましたが、歳出決算額も減少し、実質収支は49億余円の黒字となりま

した。しかし、単年度収支ではマイナス14億余円となり、２年ぶりに赤字となりました。 

今後も急速な高齢化などに伴う介護・医療・児童関係費の増加に加え、老朽化した公

共施設の維持修繕コストにも多額の費用が見込まれることなどから、本県財政は依然と

して厳しい状況が見込まれています。 

こうした情勢の中、国庫補助金や民間資金等の積極的な活用によって歳入を確保する

とともに、事業見直しによる歳出抑制に努め、本県経済のエンジンを回す政策を着実に

進めていくとともに、県民の生命と財産を守るための施策に怠りなく、積極的に取り組

むことも求められています。 

本年５月１日、元号が平成から令和へと改元されました。今年度の決算特別委員会は、

平成最後の１年間を審査する委員会でした。 

振り返りますと、平成時代はバブル経済とともに幕を開けましたが、やがてバブルは

崩壊し、我が国は失われた10年とも呼ばれる長い経済不況の時代を迎えます。平成20年

にはリーマンショックにより、日経平均株価もわずか１か月半の間に４割下落し、我が

国経済に大きな影響を与えました。 

しかし、平成25年から取り組んでいるアベノミクスの成果により今、多くの指標が示

すとおり我が国の経済は着実に回復し、さらには成長を続けようとしています。そして

アジア初となるラグビーワールドカップ2019が開催され、11月２日には横浜国際総合競

技場において、世界中の注目を集めた決勝戦の結果、南アフリカの優勝をもって大盛況

のうちに幕を閉じました。チケット販売率は99.3%と大会史上最高を記録、ワールドラグ

ビーのビル会長は、最も偉大なＷ杯として記憶に残る、日本は開催国として最高だった

と高く評価され、来年迎える東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会につなが

るレガシーとなりました。本県では江の島をはじめとする県内各地がオリンピック競技
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会場となります。国際的なビッグイベントによる本県への経済波及効果は大きいものと

期待されています。一方で、米中の経済摩擦や欧州におけるＥＵを巡る社会情勢の変化

などによって世界経済は目まぐるしく変動し、予断を許さない状況です。 

さて、平成の30年間は、自然災害の脅威を実感した時代でもありました。 

平成７年に阪神・淡路大震災、平成23年には東日本大震災が発生し、それぞれの地域

に甚大な被害を及ぼしました。一方、昨年の西日本豪雨災害や、まだ記憶に新しい台風

第15号の強風、第19号の豪雨による災害などが相次いて発生し、自然災害に対する防災・

減災への取組は県政の最重要課題の一つとなっています。 

こうした状況を踏まえ、我が会派としては、平成30年度の歳入と今後の財政運営、未

収金対策、災害対策、災害復旧の諸課題について、多くの時間を割いて議論を行ってま

いりました。委員会の議論の過程で浮き彫りになった問題点、また、今後、県が取り組

んでいくべき課題について、改めて一般会計及び特別会計の歳入歳出決算から意見、要

望を申し上げます。 

まず、はじめに歳入関係の税収についてです。県税収入は、歳入の６割以上を占める

財源であり、その収入見込みは非常に重要です。平成30年度は結果的に予算割れとなり

ましたが、前年度までの決算黒字があり、全体としては黒字を保つことができました。

今年も海外経済の動向によっては、税収が更に下振れする懸念もありますので、今後の

税収動向をしっかりと注視していくことを要望します。 

次に、収入未済金についてです。県税は県財政の根幹を占めるものであり、今後も引

き続き、収入未済金の縮減に積極的に取り組むよう要望します。 

また、県税以外の収入未済金については、支払督促申立制度を取り入れ、申立てを実

施したものについては一定の効果が上がっていますが、現状、支払督促申立件数は少な

く、さらに、支払督促を行い、債務名義を取得した後の次のステップとしての取組も不

十分です。東京都主税局では、都税以外の高額徴収困難案件の移管を受けて滞納整理を

実施し、大きな効果を出したと伺います。まず、債権管理条例を所管する総務局が他の

部局の債権もしっかり把握し、条例で規定した制度を積極的に活用するよう率先して指

導、連携を行うこと、さらには今後、独立した課を設けるなど、収入未済金対策部門の

体制の強化を図り、全庁を挙げてしっかりと取り組むことを要望します。 

次に、今後の財政運営についてです。来年度の予算編成に向けて、現時点で700億円と

いう巨額な財源不足が見込まれています。今後の予算編成過程の中では、更なる歳入確

保と歳出抑制に取り組み、財源不足を解消していくことはもとより、地方一般財源総額

の確保、充実など地方税財政制度の改善についても引き続き国に対して求め、県民サー

ビスの低下につながることのないよう、しっかり予算編成を行うことを要望します。 

次に、歳出関係についてです。 



－3－ 
 

歳出関係については、款ごとに順次、意見、要望を申し上げます。 

はじめに総務費についてです。 

まず、ヘルスケア・ニューフロンティア政策についてであります。ライフイノベーシ

ョンセンターでは、最先端のイノベーション拠点間での連携も進められており、本年５

月には県、藤沢市、鎌倉市、湘南アイパーク、そして湘南鎌倉総合病院の５者で、最先

端拠点形成等に係る覚書を締結しました。今後も再生医療等の製品、革新的な医薬品な

どの実用化やライフサイエンス産業の集積等に向けて、しっかりと着実に取組を進める

よう要望します。 

次に、ＳＤＧｓ社会的インパクト評価実証事業についてです。今後、ＳＤＧｓを推進

していくには、ビジネスの力が必要不可欠です。これまでＣＳＲに取り組んできた企業

に対し、社会的インパクトを評価するという仕組みを構築し、積極的に取り組む企業の

持続的な経営につなげるという本事業に期待をしていますが、３か年の中でどのような

効果を出し、事業が終了後、どうやって県内に波及させていくのか課題であると考えま

す。事業のその後にも留意しながら、取組を進めることを要望します。 

次に、持続可能な観光施策についてです。横浜、箱根、鎌倉に次ぐ新たな観光の核づ

くりの取組は、すぐに結果が出るものではありません。昨年度までの事業の効果として、

三浦半島などでは民間資本が導入され大きな前進も見られます。この流れを止めないた

めに、今後もしっかりと持続的な支援を行うことを要望します。 

観光の振興には、一過性ではなく多くの観光客に再訪してもらうことが非常に重要で

す。そのためには、Ｗｉ-Ｆｉ等の受入環境の整備も必要ですし、地域に観光客を迎え入

れ、おもてなしを行う住民の理解を得ることも重要です。観光客と住民、双方の満足度

を高める取組の推進を要望します。 

また、観光施策の課題についての分析を進めるために、しっかりとしたデータを集め

ることが必須です。ＥＢＰＭの考え方を取り入れ、データの正確性や現状がしっかり把

握できているのかという点にも留意し、各市町村とも共有、連携し、東京2020大会後の

持続可能な観光の実現のため、施策を推進することを要望します。 

次に、神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略についてです。まち・ひと・しごと

創生総合戦略は、人口減少が続く中において、県にとっても各市町村にとっても非常に

重要なものであり、今後も県と市町村がしっかりと連携して取り組んでいくことを要望

します。 

また、来年３月に第２期の総合戦略を策定することになります。総合戦略の計画期間

は５年間、かながわグランドデザインの計画期間が４年間と、その１年間のずれをどの

ように各計画に生かしていくのか、計画期間が異なることによる相乗効果を生んでいく

のかに留意しながら、施策の取組を進めることを要望します。 
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次に、県職員の働き方改革についてです。働き方改革は、すべての職員が働きやすい

職場環境を整備することを通して、県民サービスの向上へつなげていくことが大きな目

的であると考えます。本年７月に策定した第２期行政改革大綱においても、働き方改革

が取組分野の一つとして位置付けられていますが、今後も各取組を着実に進め、県民サ

ービス向上につなげていくことを要望します。 

続いて、環境費です。 

まず、小網代の森の利用促進についてです。首都圏近郊において貴重な自然が保全さ

れている小網代の森は本県のＳＤＧｓ推進の象徴として、また、環境学習の場として、

さらには三浦半島周遊の観光拠点として大きな可能性を有しています。災害復旧を早急

に図り、小網代の森の一層の利用促進に努めることを要望します。 

次に、アスベスト環境調査事業費等についてです。本県の大気環境、水環境は、光化

学オキシダントや閉鎖性水域を除いて、おおむね環境基準を達成しているということで

すが、環境が良好な状態で維持されるために、アスベストやＰＣＢといった有害な廃棄

物の取扱いには引き続き適切に対応していただくことを要望します。アスベストに関し

ては、今後は個人所有の古い住宅やアパートのリフォーム等、県民からの問合せが増え

ることも考えられますので、しっかり対応することを要望します。 

次に、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正についてです。県民ニーズ調査

の結果を見ると大気汚染、水質汚濁などの公害がないことは重要であると回答した県民

の割合は９割を超えており、県民の生活環境への関心が高いことがうかがえます。良好

な環境保全のため様々な視点に立ち、条例改正の手続をしっかり進めるよう要望します。 

次に、廃棄物対策費についてです。災害の発生によって大量の廃棄物も一度に発生し

ます。県は、過去の災害発生時において明らかとなった災害廃棄物処理業務の課題につ

いて検証し、対策に取り組むことを要望します。 

続いて、民生費です。 

まず、児童相談所の体制強化についてです。児童虐待相談件数が増加の一途をたどる

中、今後、各自治体が児童福祉司など児童相談所の専門職の増員を図っていくことから

人材確保が難しくなると予想されます。県としても効果的な人材確保対策を検討し、国

の方針を踏まえた相談所の体制強化を図ることを要望します。 

また、急激な増員によって、一時的に経験の浅い職員が増えるのもやむを得ないこと

ですが、児童虐待への対応は、子供の命にかかわるものですので、職員の人材育成にも

しっかりと取り組むよう要望します。 

次に、児童虐待事案に係る相談体制及び県と市町村との連携についてです。児童虐待

事案は児童相談所のみで防げるものではありません。虐待事案の早期発見、早期対応に

は、市町村や保育所、学校など、子供や家庭に身近な機関の協力は欠かせません。また、
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重篤な虐待事案には、住まいを転々とするものも見られます。本県を含む五つの自治体

が児相を設置する本県では、県、政令市、児相設置市の間での連携、情報共有も非常に

重要です。県内すべての子供の安心・安全を守るために関係機関が緊密な連携を図り、

児童虐待の防止にしっかりと取り組むよう要望します。 

次に、共同会指定管理事業についてです。かながわ共同会については、平成29年度決

算特別委員会において、純資産が40億円と多額であることを指摘しました。さらに、過

去に返還金が発生したにもかかわらず、平成30年度中に再度、約3,500万円の返還金が発

生しました。県としては、このことを重く受け止め、今後このようなことがないよう指

定管理料の積算や事業終了後の費用の精算について、今まで以上に内容を精査すること

を要望します。 

また、愛名やまゆり園の元園長が、女子児童に複数回にわたって性的暴行を加えたと

して強制性交の疑いで逮捕されるという事件が明るみに出ました。かながわ共同会は、

設立当時の志を忘れてしまったように思います。神奈川の障害者福祉の一翼を担わせる

必要があるのか疑問も出ています。かながわ共同会に対して指定管理を続けていくので

あれば、今までとは違う考え方をもって指導に当たらなければなりません。秦野精華園

の運営もしっかり行うように指導すること、さらに、新たに生まれ変わる千木良、芹が

谷の施設については運営の概念、形態、手法がこれまでと全く異なることもあり、指定

管理者の再募集等の検討を要望します。 

続いて、衛生費です。 

まず、動物愛護センターの新築工事についてです。動物愛護センターは、多額の費用

をかけて建設しただけではなく、寄附をされた方々の思いも詰まった施設です。ハード

面は整いましたので、今後は、ボランティアの方々や神奈川県獣医師会と連携して動物

愛護の精神を神奈川から日本中に広めていけるよう、ソフト面の充実についてもしっか

り取り組むことを要望します。 

また、災害発生時に被災したペットを救うという点についても、動物愛護センターに

おける取組を進めていくことも要望します。 

次に、県立病院の役割と機能の充実についてです。これまで神奈川県立病院機構は、

独立行政法人として独法化のメリットを活用しながら、また、リハビリテーションセン

ターは指定管理施設として、それぞれ効果的、効率的な医療の提供に努めてきました。

県立病院機構については現在、第３期中期目標及び中期計画の策定が進められており、

リハビリテーションセンターは、再整備後の施設を最大限活用していくことが求められ

ています。少子高齢化が進む中、医療ニーズも多様化しており、今後、地域医療構想の

実現という点からも県立病院の果たすべき役割は大変大きいものがあります。県立病院

が県民に対する医療を安定的、継続的に提供し、その役割を果たしていけるよう、これ
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からも県としてしっかり支援していくことを要望します。 

続いて、労働費です。 

まず、若年者、中高年齢者の就労支援についてです。キャリアカウンセリングを中心

とした就労支援は、一人一人個別の状況を把握し寄り添うことが大事です。そのような

努力、取組が、今後直面する超高齢社会、人口減少社会にあっても、県の目指す一人一

人が輝く持続可能な社会の実現につながっていくと考えます。かながわ若者就職支援セ

ンターなどにおけるキャリアカウンセリングの利用者の満足度調査では、良い結果が出

ているとのことですが、今後もしっかりと若年者、中高年齢者の就労支援に取り組むよ

う要望します。 

次に、障害者の雇用の促進についてです。企業にとって営利追及は至上命題であり、

そのような観点から、障害者雇用に厳しい態度を取る企業もあります。しかしながら、

ＳＤＧｓやＣＳＲといった観点、ともに生きる社会の実現に向けて、障害者雇用の促進

は今後、企業にとって非常に重要な課題になってきています。障害者雇用は社会貢献の

一つであるということが企業に伝わるよう今後もきめ細やかな支援を行い、障害者雇用

を促進していくことを要望します。 

また、民間企業を指導する立場として、県全体として法定雇用率を達成することが非

常に大事です。知事部局は法定雇用率を達成しているということですが、教育局、警察

本部においても法定雇用率の達成に向けた取組を進めるよう要望します。 

続いて、農林水産業費です。 

まず、農業及び水産業の担い手育成についてです。農水産業は新鮮な食料の供給はも

とより、緑地や環境の保全、地場産業の活性化など様々な機能を有し、本県にとって重

要な産業であり、社会資本であります。一方で、後継者など担い手の確保、育成は、個々

の経営や産地の努力だけでは難しい状況にあります。持続可能な農水産業のために、大

消費地である都市に囲まれたメリットを生かし、経営が安定、発展していけるよう市町

村や関係団体と連携し、担い手の確保、育成について継続した支援に努めることを要望

します。 

次に、林業の担い手対策事業についてです。 

水源の森林づくり事業をはじめとする森林整備や間伐材の搬出促進を続けていくこと

は、森林の持つ公益的機能を高めていく上で重要なことです。そのため、林業労働者を

確保していくことが必要不可欠であり、森林塾事業により、しっかりと新規就業者の育

成、確保に取り組むことを要望します。 

農業、林業、水産業のいずれにおいても、昨年度新規就労者数の実績は目標を下回っ

ている状況です。今後改善すべきところは改善し、目標達成に向けてしっかりと取り組

むよう要望します。 
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次に、アユの中間育成施設整備についてです。今回のアユ中間育成施設の整備によっ

て良質な県内産の稚魚の供給が増え、本県河川に多くのアユ釣り師が訪れ、地域のにぎ

わいにつながることを期待しています。また、買取制度など新しい取組による内水面漁

業の振興にも期待しています。今回の施設整備後も、神奈川県水産技術センター内水面

試験場による技術支援と内水面漁業の振興に引き続き取り組むことを要望します。 

次に、台風による農業被害への対応についてです。強大化する台風は、農業生産にと

っても大きな脅威であり、被災農家の営農意欲の低下が心配されます。関係機関と連携

して被災農家に丁寧な対応をすることで、被災農業者向け経営体育成支援事業費補助が

広く活用され、復旧が進むように支援することを要望します。 

続いて、商工費の企業誘致の促進と県内企業の海外展開支援についてです。 

世界経済の動向も先行き不透明感が漂う中、県内地域経済を担っている企業活動への

支援など、県行政に求められる役割は、ますます重要性を増しています。企業誘致や県

内企業の海外進出は、いずれも県内経済のエンジンを回転させていくために、引き続き

推進していくべき重要な取組です。特に企業誘致については、令和元年度からセレクト

神奈川ＮＥＸＴを策定し、文字どおり次のステージを目指して新たな展開を図っていく

重要な節目を迎えました。この誘致施策を有効に活用して県内への企業立地をより一層

促進し、企業誘致件数が少ない横須賀・三浦地域と県西地域をはじめとして地域経済の

活性化や雇用創出、定住人口の増加に努めるよう要望します。 

続いて、土木費です。 

まず、災害を防ぐための河川整備についてです。本県を直撃した台風第15号や第19号

が、県内河川に大きな被害をもたらしました。今後も予測される集中豪雨や大型台風な

どによる浸水被害を未然に防止するため、護岸や遊水地などの河川整備をしっかりと推

進し、県民の安全・安心の確保に努めることを要望します。 

次に、湘南港における自然災害への取組についてです。本委員会現地調査でオリンピ

ック・セーリング会場となる湘南港を訪問し、災害対応の取組が着実に進められている

ことを確認しました。今後も先の台風と同様の非常に強い勢力の台風が襲来することも

想定されますので、オリンピックはもとより、多くの方々に安心して湘南港を利用して

いただくために、災害に対し万全の体制で取り組んでいくよう要望します。 

次に、電線の地中化についてです。近年の台風被害から、無電柱化の必要性が改めて

広く県民に伝わりました。無電柱化により電線の地中化を進めていくには様々な課題が

ありますが、機会を捉えて、より一層、無電柱化を進めることを要望します。 

次に、県営住宅の建替工事についてです。県営住宅の建て替えにおいては、県産木材

の更なる需要拡大のため積極的に利用すること、また、畳は弾力性や保温性、断熱性、

吸音性など優れた面があり、日本古来の畳文化維持のためにも畳のある和室をできる限
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り整備することを要望します。 

続いて、警察費です。 

まず、道路使用許可についてです。現場の工事や作業を効率的に進めるためには、基

準で定められた時間帯の範囲を超過して工事等を行うことが望ましい場合があります。

相談を受けた際には真摯に対応し、交通実態に応じた適切な道路使用許可の運用を要望

します。 

次に、警察活動基盤の施設整備についてです。警察署の耐震化、狭あい化解消に向け

て計画的に移転、建て替えを進めていくことは、地域の治安を守る最前線の拠点整備と

して重要です。また、警察官職員、特に女性警察官職員への職場環境の整備は重要であ

り、今後も県民の生命、財産を守るため、計画的に事業を進めていくことを要望します。 

次に、警察活動におけるＡＩの活用についてです。ＡＩを活用した犯罪や交通事故の

発生予測について、県警察が導入に向けて前向きに取り組んでいますが、来年に迫った

東京2020大会の開催までに試験運用を開始し、治安対策の新たな武器として大いに活用

し、神奈川県の治安の良さを国内外に発信していくよう要望します。 

次に、国際的イベントにおける警備等の対策についてです。県警察では、ラグビーワ

ールドカップをはじめ来年の東京2020大会に向け、情勢に応じた体制強化や装備資機材

の充実を図るとともに、自治体、関係機関と一丸となり、さらには県民の皆様の協力を

得て官民一体の取組を一層推進し、神奈川の治安の維持と各行事の安全の確保に向け万

全を期すよう要望します。 

また、オリンピックなどの国際的イベントはサイバー犯罪の標的になりやすく、2016

年リオデジャネイロ大会や2018年平昌大会では公式サイトが閲覧不能になった、関連施

設にシステム障害が生じたなどの被害がありました。来年は、東京2020大会が開催され

ることから、これまで以上にサイバー犯罪等へのサイバーセキュリティ対策の強化が求

められます。オリンピックに向けて、サイバーセキュリティ対策の更なる強化を要望し

ます。また、県民が安心してサイバー空間を利用するためには、サイバーセキュリティ

に関する意識、関心を高めていくことが極めて大切で、積極的な情報発信、広報啓発の

推進を要望します。 

続いて、教育費です。 

教員の働き方改革が進まない中、公立小中学校教員採用試験の受験者が減少していま

す。その一方で、採用者数は増加しており、学校現場では人材確保に対する懸念が生じ

ています。人材確保は教育行政の大事な役割であり、教員の働きやすい職場を作ること

が重要です。県立学校における業務アシスタントやスクール・サポート・スタッフのよ

うな外部人材の活用は、教員の働き方改革の取組として大変有効です。市町村立小中学

校へのスクール・サポート・スタッフの配置については、来年度に向けて前向きな検討
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を強く要望します。 

次に、県立学校における部活動指導員の配置についてです。今後、部活動指導員が多

くの学校に配置されていくことは、生徒にとっても学校にとっても非常に有効です。今

後、県立学校部活動指導員配置事業の取組の推進が求められますが、その際、指導員の

あるべきモラル、ルールをしっかりと守る指導員育成を要望します。 

次に、県立学校施設の安全管理についてです。安全性に問題のあるブロック塀につい

ては、昨年中にすべて建て替え等の対応が済んでいるとのことですが、児童・生徒の命

を預かる学校施設の安全対策は、特に注意して取り組む必要があります。建築基準法第

12条に基づく点検については、二度とこのような問題が生じないよう、再発防止に向け

て県も責任を自覚し、委託業者の指導をしっかりと行い、今後は県立学校の施設できち

んとした点検が行われるよう要望します。 

教育費の最後は不登校、いじめ・暴力行為への対応強化についてです。子供にとって

も、もちろん大人にとっても、いじめは絶対にあってはいけません。教育委員会として

は、すべてのいじめ・暴力行為の解決に向けて柔軟に、適切に取り組むことを要望しま

す。 

続いて、款をまたいで複数の款に関する事業について、申し上げます。 

まず、防災情報の周知、伝達体制の強化についてです。 

防災情報の周知や伝達に関する防災意識の向上は、絶えず工夫を凝らしながら、地道

に取り組んでいくことが重要です。大規模災害発生時は、公助には限界があり、県民一

人一人の自助、共助が大切です。今後もしっかりと市町村と連携し、防災情報の周知や

伝達に関する県民の防災意識の向上に取り組んでいくよう要望します。 

次に、地方創生に係る交付金の活用状況についてです。神奈川の更なる地方創生実現

に向けて、地域の活性化を図っていくことは大変重要です。平成30年度に執行した地方

創生に係る交付金は、２年前の特別委員会で要望したとおり、おおむね適正に処理が進

められていたことを確認しました。事業の執行に当たっては、県内に事業所を有する企

業と契約することを改めて強く要望します。 

次に、特別支援教育における清掃業務の現場実習についてです。本年の予算委員会で

は、神奈川県ビルメンテナンス協会と連携し、県の施設を活用した清掃業務の現場実習

の取組を始めたという説明がありました。障害者の就労を更に進めていくためにも協会

と議論を重ねて意思疎通を図り、関係機関と連携した就労支援の取組を積み重ねていく

ことを要望します。 

次に、昨年８月に本県の知事部局、教育委員会及び警察本部において、障害者雇用状

況の報告に誤りがあった件についてです。ともに生きる社会かながわ憲章を掲げる本県

において、障害者も含め誰もが働きやすい職場を作っていくことは大変重要です。憲章
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の実現及びインクルーシブ教育の推進のためにも、障害のある方だけでなく、すべての

人が能力や適性を遺憾なく発揮できるよう職場の環境整備等を行い、障害のある方の職

場定着を図っていく必要があります。障害の種別や程度は様々ですが、県には、それぞ

れの得意な分野に着目した採用選考や雇用を行い、民間企業における障害者雇用の参考

となる取組を進めることを要望します。 

次に、気候変動の影響と適応策についてです。気候変動、地球温暖化の影響は、夏場

の高温や台風被害や豪雨、高潮被害等、我々県民が肌で感じております。本県は海、山、

都市部など様々な地理的特徴があり、気候変動が及ぼす影響は、非常に多岐にわたるも

のと考えられます。自然災害や農林水産業など、各分野において既に表れている影響や

今後予測される影響について情報収集や分析をしっかり行い、科学的知見に基づく効果

的な適応策を推進するよう要望します。 

以上、県の財政状況を踏まえ、各施策事業が未来につながるよう意見と要望を申し上

げてまいりました。当局におかれましては、本委員会における質疑を通じ、我が会派か

らの指摘や提言を真摯に受け止め、今後の施策にしっかりと反映させることを要望いた

します。 

次に、公営企業決算について意見を申し上げます。 

はじめに、水道事業についてです。 

平成30年度の水道事業会計の決算では、４年連続で純利益を計上し、その額は約63億

円、資金期末残高は約262億円となっており、キャッシュ・フロー・ベースで健全な状態

にあり、安定的な経営が行われております。しかし、今後も水道使用量の減少傾向は続

き、人口減少が進むことで、水道料金収入の確保が厳しくなっていくことが見込まれま

す。一方、県民のライフラインを維持するため、老朽化した水道施設の更新や大規模災

害に対する備えも必要で課題も山積しています。新たに策定された経営計画に基づき経

費節減などの経営努力を行い、純利益を確保した上で、将来にわたって持続可能な事業

経営を行っていくよう要望します。 

次に、災害や事故に備えた強靭な水道づくりについてです。水道は、県民が社会生活

を営む上で重要なライフラインです。大規模な自然災害が発生した場合でも、水道施設

の被害は最小限になるよう日ごろから備えておくとともに、災害発生後も迅速な復旧に

尽力し、県民のライフラインをしっかり守るよう要望します。 

次に、上下水道料金のキャッシュレス支払方法についてです。企業庁が、全国に先駆

け、利便性の高いＬＩＮＥ Ｐａｙをほとんど経費をかけずに新たに導入したことは高く

評価します。今後もキャッシュレス決済の動向や水道利用者のニーズをしっかり把握し

て、料金を納付しやすい環境整備に努めるよう要望します。 

次は、電気事業についてです。 
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平成30年度の電気事業会計の純利益は約９億円、経常利益ベースでも約４億３千万円

で、ほぼ前年度に近い金額を確保しており、安定的な経営が行われている点を評価しま

す。また、電力システム改革の進展などにより電気事業が変革の時を迎える中、今回の

利益処分案として自然災害などのリスクも踏まえつつ、約10億７千万円を繰越利益剰余

金として残すことは理解しますので、引き続き安定的に事業運営を行い、利益確保に努

めるよう要望します。 

電気事業では、今回、新たに水素エネルギーに関する事業を開始するとの説明があり

ました。時機を得た取組であり、高く評価します。県民の理解を得るよう普及啓発に努

めていくことを要望します。 

最後に、土木費と公営企業の双方にかかわりますが、台風第19号により実施した城山

ダムの緊急放流について意見、要望を申し上げます。 

今回の緊急放流については予想以上の降水量があり、刻々と緊張感が高まる中で、現

場の職員がダムの持つ能力を最大限に引き出し、しっかりと操作していただいたことが

確認できました。一方で、緊急放流に関する相模川流域市町への情報伝達の方法などの

対応の面で一部、混乱が生じ、流域の県民は、非常に不安な一夜を過ごしました。今回

の教訓も踏まえ、これまで以上に関連市町と相互の情報交換を密に行うとともに、県民

に対して、洪水調節や緊急放流を行う仕組みやタイミングなどを分かりやすく丁寧に情

報発信していくことを要望します。 

流域住民の方々は、川と共に生きるといったところもあり、安心して暮らせるように

ダムや河川の安全・安心な管理にしっかりと取り組むとともに、ダムの運用に対する積

極的な情報発信にも取り組むよう強く要望します。 

以上、意見と要望を申し上げ、日程第１、認第１号 平成30年度神奈川県公営企業決算

の認定について、日程第２、認第２号 平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同

年度神奈川県特別会計歳入歳出決算の認定について、原案のとおり賛成をいたします。 

 

[立憲民主党・民権クラブ] 

私は、立憲民主党・民権クラブ神奈川県議会議員団を代表いたしまして、平成30年度

神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同年度神奈川県特別会計歳入歳出決算並びに平成30

年度神奈川県公営企業決算の認定に当たり、賛成の立場から意見と要望を述べさせてい

ただきます。 

 今回、平成30年度分の決算について、認定を求められているところであります。平成

30年度は、第２期黒岩県政の締めくくりの４年目に当たり、かながわグランドデザイン

第２期実施計画の最終年度として、いのち輝くマグネット神奈川の実現に向けて、計画

に掲げるプロジェクトを着実に推進するため取り組んできたものと承知しております。 
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 平成30年度の一般会計決算では、県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲の影響

により歳入歳出いずれも減となったことを除くと、清算基準の見直しによる地方消費税

の増収や教育施設の整備費用が増加したことなどにより歳入歳出とも増となり、一般会

計の実質収支は黒字を確保したものの、法人二税が最終予算額を割り込んだことなどか

ら単年度収支は２年ぶりの赤字となっております。 

 また、先般公表された令和２年度の本県の財政見通しでは、現段階でおおむね700億円

の財源不足が見込まれており、本県の財政運営を取り巻く状況は例年以上に厳しい状況

にあると言わざるを得ません。 

県政には解決しなければならない課題が山積しております。しかし、そのために利用

できる財源には限りがございます。私どもは、喫緊の課題に的確に対応していくために

は、行財政基盤の強化に引き続き取り組み、限られた財源を有効に活用していくことが

何よりも重要であると考えております。 

県におかれましては、創意工夫により取組を進め、必要とされている分野にしっかり

と財源を投入し、かつ、無駄は許さないという真摯な姿勢で、より一層効率的な執行に

努められるよう求めておきます。 

それでは、一般会計及び特別会計の歳入歳出関係から、意見と要望を述べさせていた

だきます。 

まず、はじめに、地域防犯力強化支援事業費についてであります。 

地域防犯力強化支援事業費は、県内への防犯カメラ設置促進に大きな役割を担い、県

民の安全・安心まちづくりに寄与してきたものと認識しております。また、４年間の計

画により、県内に1,120台以上の設置及び補助決定により、県民の安心感は向上したもの

と考えております。加えて、地域各種団体の防犯に対する機運も高まったことと思いま

すが、全体の申請件数の約４割しか補助できていないというのが現状であります。本事

業は今年度に終了を予定されておりますが、県民への安全・安心への意識をより一層高

めるべく、今後の同事業の継続を要望いたします。 

次に、犯罪被害者等支援についてであります。 

ある日突然、犯罪被害によって日常生活が壊されてしまう苦しみは計り知ることがで

きません。受け入れ難い現実の中で、被害者や遺族の方ができるだけ早く日常生活を取

り戻していただくためには様々な機関が連携する仕組みが必要であります。県は、これ

まで、そのような仕組みづくりに積極的に取り組んできたことと思いますが、今後も被

害に遭われた方々を温かく支えられるよう、節目ごとに事業をしっかりと評価しながら

取組を進めていただきますよう要望いたします。 

次に、Ｔｏｋｙｏ Ｄａｙ Ｔｒｉｐ－Ｋａｎａｇａｗａ Ｔｒａｖｅｌ Ｉｎｆｏ－に

ついてであります。 
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外国人に対するＰＲ手段としてインターネットは有効なツールであります。今後は 

Ｔｏｋｙｏ Ｄａｙ Ｔｒｉｐのアクセス数を向上させるだけでなく、外国人観光客の本

県への訪問意欲を喚起するような質の高い情報発信をいかにして行うかが重要となって

まいります。そのためには、的確なタイミングで広告を掲出するだけでなく、富裕層向

けの特別感のある観光メニューや夜間早朝のアクティビティなど、掲載するコンテンツ

をより充実させることが不可欠でありますので、是非、外国人観光客にとって、より利

便性の高いウェブサイトにしていただき、来年度の東京2020オリンピック・パラリンピ

ック競技大会や、その後を見据えた持続可能な観光施策の実現につなげていただきます

よう要望いたします。 

次に、ふるさと納税における返礼事業についてであります。 

体験型アクティビティを提供する、ふるさと納税の返礼品ツアーは、県内へ観光客を

呼び込み、伸び悩む観光消費額を向上させるためにも重要な役割を果たすものと考えて

おります。今後も実績データを的確に分析し、提供するツアー内容と戦略的なプロモー

ションの手法を検討していくよう要望いたします。 

次に、若年層を対象とした地球温暖化対策についてであります。 

持続可能な社会を実現するためには、目標年度までに地球温暖化対策を推進する必要

があり、そのためには、すべての人に環境問題に関心を持っていただき、あらゆる世代

が省エネルギーなどの対策に取り組んでいただくことが重要となります。若年層、社会

人など対象に応じた効果的な環境教育や学習、普及啓発等を実施し、地球温暖化対策の

取組が着実に実施されるよう要望いたします。 

次に、台風などによる漁港等の災害対応についてであります。 

自然災害については、事前に備えをしても大きな自然の力の前では、あらがいきれな

い部分もあることは承知しておりますが、本県の水産業を振興するため、水産業にかか

わる各施設の強靭化や安全対策の強化に努めていただきますよう要望いたします。 

次に、鎌倉市内の県が所有する古都緑地の保全についてであります。 

今回の台風第15号で古都緑地の維持管理の在り方が注目されました。今後も維持管理

及び防災工事の適切な執行に努めるとともに、災害の未然防止の取組の充実を図ること

を要望いたします。 

また、維持管理の補助に関する国への働き掛けを引き続き行っていただきますよう、

併せて要望いたします。 

次に、災害時における公営住宅の一時提供についてであります。 

公営住宅の一時提供の取組については、被災者の目線で公営住宅の提供を迅速に行え

るよう市町村と密に連携し、今後の災害に備えていただきますよう要望いたします。 

また、市町村の被害状況が把握できず、行政機能自体が機能しないことも考えられま
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すので、そのような場合に柔軟に対応できるよう、要綱の整理など事前に備えることを

併せて要望いたします。 

次に、都市河川重点整備計画についてであります。 

河川の整備については、整備計画に基づき進めていることは承知しておりますが、緊

急性の高い事態、事案などについては、集中的に改善する必要も状況によってはあるか

と思いますので、そういった地域の声や議会の声などもしっかりと聴いていただきなが

ら引き続き取り組んでいただきますよう要望いたします。 

次に、流域下水道についてであります。 

下水道処理場から河川に接続する水門やゲートの管理運営について、台風など災害時

には、河川から処理場へのバックウォーター現象が発生することも考えられますので、

河川へ接続する水門の管理を行っている市などとも連携しながら、しっかりと対応を図

っていただきますよう要望いたします。 

次に、外国人介護福祉士候補者支援事業についてであります。 

本年３月の出入国管理法の改正により新たな在留資格が介護人材にも適用される中で、

一定の条件を満たせば試験を受けずに新たな在留資格、特定技能に移行でき、さらに最

長５年間、介護施設で働けるという運用に変わりました。質の高い介護人材として外国

人の方に本県で働いていただくために、運用の変更があっても引き続き国家資格取得へ

向けた候補者及び各施設へのきめ細かい支援、さらには国家資格取得後の定着に向けた、

部局を超えた対策にしっかりと取り組んでいただきますよう要望いたします。 

 次に、保育士育成の取組についてであります。 

本年10月から始まりました幼児教育・保育無償化に伴い、待機児童は、今後も増えて

いくことが予想されております。既に一時保育のニーズが制度開始以降増えているとの

報道もあり、待機児童対策として深刻化する保育士不足に対して様々に取り組みながら

も、なかなか具体的な効果が見えにくいということが分かってまいりました。今後も様々

なアプローチが必要でありますが、特に、保育士になることを志して保育士養成施設に

入学した学生が、保育実習が原因で保育以外の分野に就職してしまうことは残念に感じ

ますので、是非、現場の声に耳を傾けるとともに、効果的な保育実習方法について関係

者と検討を進め、より多くの学生が保育分野に就職していただけるような取組を進める

よう要望いたします。 

 次に、国民健康保険事業会計についてであります。 

保険料の徴収は、国保事業の財源の根幹を成すものでありますので、徴収率が高くな

ってくるのは良いことだと考えております。今後も県として市町村からの意見を聴取し、

そのニーズも踏まえながら、引き続き収納率の向上に向けて市町村の実情に合わせた丁

寧な支援を行い、国保制度の安定的な運用に努めていただきますよう要望いたします。 
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 次に、福祉サービス苦情解決事業費についてであります。 

様々な人権問題がある中で、各市町村が独自予算で第三者機関を設置するのは、なか

なか難しいという状況の中で、多くの方にこの制度を知っていただきたいと考えており

ます。この適正化委員会には、社会福祉に関する学識経験者や弁護士、医師などが参加

しているとのことでありますので、県民のニーズが多様化する中で更なる周知に向けた

対策を図っていくよう要望いたします。 

 次に、総合職業技術校の訓練生募集に関する広報の取組についてであります。 

これまで総合職業技術校に関しましては、より多くの県民の方々に周知を行い、応募

者を募るため、広報用映像による発信をはじめ様々な手法を用いてＰＲに努め、また、

その効果も検証しているとのことでありました。今後も就職するために必要な知識や技

術の習得を目指す方に職業技術校を活用していただけるよう、引き続き周知に取り組ん

でいただくとともに、一層の訓練の充実を図るよう要望いたします。 

 次に、スタートアップ支援事業についてであります。 

本事業の三つの取組のうち、アクセラレーション・プログラムについては、先導型と

いうよりはベンチャーの意思を確認しつつ、少し後ろから応援する後方支援型の支援策

であり、成果も上がってきているとのことであります。今後もそれにしっかりと取り組

んでいただくとともに、県内で生まれ、成長したベンチャー企業が引き続き県内で活躍

していただけるよう、そして、それらが互いに切磋琢磨しながら成長しあえる環境を作

り上げていくことを意識しながら、この取組を進めていただきますよう要望いたします。 

 次に、文化財保護についてであります。 

県内の貴重な文化財を保存、継承していくことは、大変重要な課題であります。所有

者の負担軽減を図りながら文化財を後世に確実に継承していくためにも、県として市町

村の支援や様々なルートを用い、国に対する働き掛けを行うなど、積極的に取組を進め

るよう要望いたします。 

 次に、特殊詐欺等の犯罪防止対策の更なる推進についてであります。 

特殊詐欺は、高齢者が息子を思う親心につけ込むなどして不安に陥れ、長年、苦労し

て貯めた貴重な財産を一瞬にして奪い去る卑劣極まりない犯罪であり、県警察をはじめ

関係機関、団体が連携して、社会全体で撲滅対策に取り組まなければならないものと考

えます。また、迷惑電話防止機器は、高い抑止効果があるとのことでありましたが、こ

うした機器の恩恵をより多くの高齢者が享受することができるよう、県警察においては、

その効果を積極的に周知し、自治体をはじめ各種機関、団体が、機器を購入する際に補

助する事業などに取り組むよう働き掛けを強化するなど、引き続き、特殊詐欺の被害防

止のための取組を推し進めていただきますよう要望いたします。 

 次に、県外私立高校通学者に対する学費補助についてであります。 
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県の学費補助については、県内の私立学校の振興を図りつつ子育て世代への家計支援

に配慮するよう、様々な考え方や要望に耳を傾け、多くの人々が納得できる制度となる

検討を行っていただきますよう要望いたします。 

 次に、教員の多忙化解消に向けた事業についてであります。 

教員の多忙化解消は喫緊の課題であります。そのための取組の一つである業務アシス

タントの全県立学校172校への配置は評価する一方で、今後も更なる適正な配置に努めて

いく必要があると考えます。まずは、しっかりと業務アシスタント配置の効果を多角的

に検証し、今後も効果的かつ効率的な運用に努めていただきますよう要望いたします。 

次に、教員の採用及び産育休等代替教員の配置についてであります。 

大量退職、大量採用の時期が続く中、優秀な教員の確保は他の都道府県や県内政令市

との競争となっておりますが、本県の教育の質向上に向けて、今後も優秀な教員を採用

する努力をしていただきますよう要望いたします。 

 また、若手教員が増え、結婚、出産、子育ての時期を迎える方が増えてくる中で、代

替教員の確保も課題ではありますが、まずは若手教員が安心できる環境を整えていくこ

とも今後の教員採用に向けた本県のＰＲになると考えておりますので、その点につきま

しても御尽力いただきますよう要望いたします。 

次に、自動車関係税の税収の状況についてであります。 

自動車取得税廃止に際し、減収額が一定程度補填されるようでありますが、かつては

エコカー減税の導入などによって大幅な減収が生じましたし、そのほかにも、ふるさと

納税など県税収入に影響が生じるような税制改正が、これまで国主導で行われてまいり

ました。税制改正によって県税収入が大きく減少すれば、これまで県が懸命に取り組ん

できた財政健全化に向けた努力も吹き飛んでしまうことにもなりかねませんので、県と

しては今後も国の税制改正の動向を注視し、県税にマイナス影響を与えるような動きに

対しては思いを同じくする自治体と連携しながら、国に対して強く働き掛けを行ってい

ただきますよう要望いたします。 

また、自動車税については納期内納付を進めることにより納税者側、行政側双方にと

ってメリットがもたらされると考えておりますので、納税者の納税しやすい環境整備と

いう観点から、スマホ決済への対応についても引き続き進めていただきますよう要望い

たします。 

次に、国民保護などの取組についてであります。 

来年は、いよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、本県

にも、これまで以上に世界中の注目が集まり、多くの方が訪れることになります。そう

した中、本年、本県に甚大な被害をもたらした台風第15号や第19号のような自然災害と

同様、国民保護についても、いつ起きるか分からない事態として、しっかりとした取組
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が必要であると考えます。本年のラグビーワールドカップの危機管理の経験を生かし、

対応力の強化にしっかりと取り組んでいただきますよう要望いたします。 

次に、収入未済金の縮減についてであります。 

先日の知事の提案説明では、これまでのように前年度の税収増で財源不足を補うこと

ができないことから、歳入全体としては大幅な減額となる見通しとのことでありました。

こうした厳しい財政状況の中で、収入未済金を減らしていくことは大変重要であります

が、債権回収には多くの労力と時間を要することも事実であります。神奈川県債権管理

条例では、知事等の責務として、適切かつ効率的に県の債権を管理することを求めてお

ります。より効率的で適正な債権管理に向け、引き続き全庁を挙げ、しっかり取り組ん

でいただきますよう要望いたします。 

次に、湘南国際村協会の経営状況等についてであります。 

今回、湘南国際村協会が多額の累積損失の解消のため、減損減資を行なわざるを得な

い状況となり、その結果、県の出資金も実質的に大きく減少してしまいました。今後、

こうした事態を二度と繰り返さぬよう、県として協会に対し、しっかりと指導を行うと

ともに、協会と一丸となって売上向上に取り組み、安定した黒字経営が継続するよう取

り組んでいただきますよう要望いたします。 

続きまして、公営企業決算につきまして意見と要望を述べさせていただきます。 

はじめに、企業庁の主要事業であります、水道事業経営について意見を申し述べます。 

平成30年度決算では、水道料金収入の確保に着実に取り組むとともに、将来負担も考

慮した財政運営に努めていることを確認いたしました。今後、人口減少社会を迎え、料

金収入の面で厳しい状況になることが見込まれておりますが、老朽化した管路の更新や

水道施設の災害対策などにもしっかりと取り組む必要がありますので、引き続き計画的

な見通しをもって企業債の発行や他会計からの借入れを行うなど、長期的な視点に立っ

た健全な財政運営に努めていただきますよう要望いたします。 

次に、水道管路の更新についてであります。 

老朽化が進む水道管路については、適切な時期に更新を進めることが必要であります。

今後も多くの管路が更新時期を迎えることが明確である一方で、管路更新率を１％に引

き上げていくことは、工事を管理する職員や財源の確保が懸念されるところであり、そ

れらの手当てについてもしっかりと取り組んでいただくとともに、計画的かつ着実に事

業を推進し、更新率１％に満足することなく管路更新のスピードアップを図っていただ

きますよう要望いたします。 

次に、水道施設の災害対策についてであります。 

災害はいつ発生するか分からず、火山対策や停電対策にも取り組んでいることは理解

いたしましたが、災害に対する備えという点では、これだけやれば十分ということはな
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いものと考えます。先日の台風による被害も踏まえ、これらの取組のスピードアップを

図り、危機管理対策を充実させていくことを要望いたします。 

次に、電気事業経営についてであります。 

電気事業について、ここ数年は、安定した経営を継続しているということで、経営努

力の結果として評価しております。しかしながら、東京電力との基本契約終了後は、電

力の販売も自由化の波にさらされるということで、厳しい経営状況に置かれることも考

えられます。売電方法の移行までまだ少々時間があるようでありますが、しっかり対策

を図り、準備を整え、安定した経営を継続していただきますよう要望いたします。 

次に、電気事業の広報についてであります。 

神奈川県内の再生可能エネルギー利用量を増やすには、電気事業者が自ら事業を拡大

することは重要であると同時に、広く県民が再生可能エネルギーについての理解を深め、

利用を促進することも大切であると考えております。宮ケ瀬ダム直下の愛川第１、第２

発電所など、電気事業は多くの見学者が見込める場所にも発電所を所有しておりますの

で、今後もこれまで以上に効果的かつ効率的な広報の手法を模索していただきますよう

要望いたします。 

最後に、相模貯水池の堆砂対策についてであります。 

相模ダムは、水道用水や電力の供給に大きな役割を果たす大変重要なインフラであり

ます。将来にわたってその機能を維持していけるよう上流域の災害防止も図りながら、

しっかりと今後の堆砂対策事業計画を策定し、取り組んでいただきますよう要望いたし

ます。 

以上、意見と要望を申し上げ、日程第１、認第１号 平成30年度神奈川県公営企業決算

の認定について、日程第２、認第２号 平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同

年度神奈川県特別会計歳入歳出決算の認定について賛成することを申し上げて、意見発

表とさせていただきます。 

 

[公明党] 

平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同年度神奈川県特別会計歳入歳出決算

並びに平成30年度神奈川県公営企業決算の認定に当たり、公明党神奈川県議会議員団を

代表して意見、要望を申し上げます。 

本年７月、財務省関東財務局横浜財務事務所が公表した経済情勢によると、海外経済

の動向などを注視していく必要があるとされている一方で、県内経済には一部に弱さが

残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果により、緩やかな景

気の回復が期待されるとのことです。 

しかし、県民一人一人が景気の回復を実感しているかといえば、必ずしもそうではあ
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りません。その大きな要因として、賃金の伸びが鈍い一方で、医療や教育等の家計負担

が増大していることが挙げられます。このことは、多くの県民が消費よりも貯蓄に重点

を置いていることからも、将来への不安の内在を推察できます。 

また、本県の財政状況の今後の見通しですが、県税収入については、世界経済の先行

きの不透明感から、企業収益の回復が見込めず、実質ベースでは減収が見込まれ、歳入

全体としては大幅な減額となる見通しとされています。  

歳出面では、急速な高齢化や幼児教育・保育の無償化などにより、介護・医療・児童

関係費が増額となることは明白で、本県財政は、例年以上に厳しい状況にあるといえま

す。 

こうした厳しい状況下ではありますが、すべての人が笑顔で安心して暮らせる持続可

能な神奈川県づくりを進めるため、安全・安心なまちづくり、子供・子育てへの支援、

地域医療体制の整備、福祉施策の推進、教育の充実など、県民生活に直結する様々な施

策を着実に実行しなければなりません。限られた財源をどうしたら有効に活用できるか、

優先すべき課題は何なのか、常に県民目線で選択していくことが重要となってまいりま

す。組織横断的に取り組み、より一層の効率的、効果的な執行に努めるようお願いいた

します。 

それでは、一般会計の歳出関係から具体的に意見、要望を述べさせていただきます。 

はじめに、ＳＤＧｓ社会的インパクト評価実証事業について申し上げます。 

昨年度のＳＤＧｓ実践ガイドの作成に当たり、企業等から、経営や投資などの判断は

これまで財務情報を中心に行われてきたところ、ＳＤＧｓの考え方で事業そのものの社

会的価値といった非財務の判断基準が新たにひも付けられることにより、より合理的な

判断ができるようになったといった意見があったと伺いました。こうしたことからも、

ＳＤＧｓの推進は金融改革とも言え、ＳＤＧｓと経営はマッチングしていると言えます。

ＳＤＧｓ社会的インパクト評価の実践研修を続けていくことで、多くの方にＳＤＧｓの

推進は経営と結び付くものだと認識していただくことが重要です。キャッシュレス化が

進み決済方法などに劇的な変化がある昨今、ＳＤＧｓを通じて社会的価値を新たに見い

だすことは大事な取組で、金融機関とともにフィンテック等の技術を持つベンチャーな

どと連携を強化していくことも重要です。多くの方々に社会的インパクト評価を活用し

ていただくことで社会的投資につながる仕組みとなり、県内でも好循環が生まれるよう、

今後もＳＤＧｓを推進していただくよう要望いたします。 

次に、羽田連絡道路について申し上げます。 

工事着工以来、豪雨等の襲来にあって川底に砂が集積し、そのことも工事の遅れの原

因になっているとのことでありました。また、この度の台風第15号、第19号の影響も多

大であり、更に完成が遅れる可能性も指摘されています。今後も大型台風などの影響を
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受ける可能性は十二分に考えられます。国に対し十分な支援を要望するとともに、しゅ

んせつの費用負担の在り方などの検討も必要と思われます。羽田連絡道路の開通は、本

県経済の活性化に資する重要なインフラであり、大きな期待が寄せられています。県は

補助する立場ではありますが、早期の完成に向けて国とも連携を図り、引き続き事業主

体の川崎市に対して必要な調整や支援をしていただくよう要望します。 

次に、ライフイノベーションセンターにおける再生・細胞医療の産業化に向けた取組

について申し上げます。 

研究内容は非常に素晴らしいものと感じていますが、国の支援にも時限があります。

生産性のあるものにしていかなければならない時期に差し掛かりました。今後はベンチ

ャーの立ち上げなど具体的な経済活動としての取組が求められてまいりますが、県とし

てベンチャー企業等への具体的な後押しをお願いいたします。また、県民には、研究さ

れている内容を知る権利があります。周知広報の更なる努力を要望いたします。 

また、川崎市では、殿町地区をキングスカイフロントと命名しています。この名称を

県の資料等にも積極的に使用していただき、ワンチームでの広報活動をされますよう併

せて要望します。 

次に、介護支援専門員の資質向上について申し上げます。 

在宅医療にかかわる現場の声を聴くと、医療と介護の連携が極めて大切であり、介護

支援専門員にも医療的知識を身に付けていただくことが非常に重要だと考えています。

県では、国の地域医療介護総合確保基金を使うなどして介護支援専門員多職種連携研修

という介護支援専門員が苦手とする分野を学べる研修を実施しており、平成30年度には、

医療に関する内容も行ったとのことです。こうした研修をより増やすことで、医療と介

護の連携を一層推進していただくよう要望します。 

次に、介護ロボット普及に向けた取組について申し上げます。 

介護ロボットの実用化や普及を進めるためには、介護施設の業務や経営の実情、施設

や利用者といったユーザーのニーズなどを踏まえ、ロボットを提供していくことが必要

であります。また、介護ロボットの活用事例や効果を広め関心を高めていくためには、

介護ロボット普及推進センターの公開事業所を現在の３か所から他地域へも拡大してい

くべきだと考えます。現場の意見を積極的に聴き、それを取り入れることで介護ロボッ

トの普及に努めていただくよう要望します。 

次に、総合的ながん対策の推進について申し上げます。 

がん対策を推進していくためには、がんの罹患や死亡のデータを把握できるがん登録

データを積極的に活用していくことが非常に重要と考えます。特に本県では地域がん登

録を実施しており、他県と比較しても膨大ながん登録データを保有しており、また、全

国がん登録では収集していない情報も収集しています。この貴重なビックデータである
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がん登録データを積極的に有効活用しない手はありません。がん登録データの活用を進

めていくために県立がんセンターにおいてデータ分析を行う、数学者や疫学者といった

ような人材の確保に努め、県とがんセンターとの連携を一層密にすることでデータ分析、

活用を推進していただくよう要望いたします。 

また、がんになっても自分らしく生きられるよう、がん患者を支援していく観点から、

がん相談支援について、日本癌治療学会の認定がん医療ネットワークナビゲーターと連

携していただくことが重要です。ナビゲーター制度を一層充実させ、がん対策を前進さ

せていただくよう要望します。 

次に、糖尿病重症化予防対策について申し上げます。 

糖尿病は、放置すると糖尿病性網膜症、腎症、神経障害といった３大合併症と言われ

る重篤な状態となり、患者の日常生活にも支障を来たします。また、医療費適正化の観

点からも課題となっています。国の保険者努力支援制度での県の獲得点数割合は、平成

30年度からは上昇していますが、市町村は44位と横ばいで、市町村の重症化予防対策は

進んでいないため、県が、広域自治体として、市町村に対してしっかりとした支援を行

っていくことが必要です。糖尿病の重症化予防対策では、特定健診の結果とレセプトの

データを分析し、判明した治療中断者、未治療者に対して迅速に受診勧奨を行う必要が

ありますが、データ分析は１年では足りません。この指摘に対し、当委員会では、レセ

プトの保存期間である５年間はさかのぼってデータ分析をして未受診者を把握し、市町

村の取組を支援する、また、保険者協議会において糖尿病の重症化防止に対する取組事

例を共有したり、特定健診の啓発リーフレットを被保険者に送付したりするといった具

体的な答弁をいただきました。県には広域自治体として、市町村には難しいデータ分析

や医師会との連携などフォローを強化し、糖尿病の重症化予防対策を一層推進していた

だくよう要望いたします。 

次に、神奈川県立病院における最先端医療の提供について申し上げます。 

我が会派の提言を受け、県立がんセンターに導入された手術支援ロボット、ダビンチ

を利用した手術は、前立腺がんを中心に大きく件数を伸ばしていることが分かりました。

一方で、ダビンチを使用した手術の保険適用部位は広がっており、今後は、まず、保険

適用となったがん手術から随時、利用拡大をされますよう要望いたします。 

特に女性特有のがんに対しても最先端の医療機器の活用ができることをアピールし、

患者の希望に沿える優良な医療の提供に努めていただきたいと思います。また、ダビン

チをはじめ最先端医療機器を扱える人材の育成、確保についても要望するとともに、治

療の点数がもう少し高くないとダビンチの運用上、大きな経済的負担になると思われま

すので、国への働き掛けをしていただくよう併せて要望します。 

次に、水源の森林づくり事業について申し上げます。 
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水源林の整備は、県民から水源環境保全税という特別な税をいただいて実施している

特別な対策であり、県民に対して施策の成果や評価をしっかりと説明していくことが非

常に重要です。また、森林環境税という新たな税制との兼ね合い、住み分けなどの説明

も今後必要となってまいります。水源林の整備は、平成19年度から20年間の計画で取組

を始め既に折り返しを過ぎたということですが、森は生きておりますので、日々成長す

る神奈川の森林を想定し、今後も県民共有の財産である水源環境の保全・再生のために

水源林の整備を着実に進めていただくとともに、そのことを県民により分かりやすく説

明していただくよう要望いたします。 

次に、避難を促すためのソフト対策の充実、マイ・タイムライン等について申し上げ

ます。先般、台風第19号による甚大な被害がありましたが、河川におけるハード整備は

財源的にも制限があるため、これからはソフト対策を充実させることが非常に重要と考

えます。台風の接近によって河川の水位が上昇する時に自分自身がとる標準的な防災行

動を、個人個人が時系列的に整理し取りまとめるマイ・タイムラインを神奈川県・横浜

市管理河川の減災に係る取組方針に盛り込み、全市町村に促していくとの方針を当局か

ら今委員会においてお示しいただきました。逃げ遅れゼロを目指すためにも、マイ・タ

イムラインの取組を浸水被害が想定される全市町村に広げるよう努めていただくように

要望します。 

また、水位計や監視カメラが地元自治体などで活用されているところですが、まだま

だ必要な場所に設置されていない状況であります。現場の意見を聴くなど市町村とも連

携して、ハード面での対策も早急に対応していただくよう併せて要望します。 

次に、県営住宅の健康づくり、コミュニティづくりについて申し上げます。空き部屋

を活用したコミュニティづくりに取り組んでいただいていると認識をいたしました。団

地の高齢化は深刻な問題であり、訪問される御家族の駐車スペースの確保や多世代近居

といった考え方からの県営住宅の住替制度のようなものも今後、検討いただくよう要望

いたします。 

次に、ＳＮＳいじめ相談＠かながわの実施について申し上げます。 

この取組は、我が会派の提言で試験的施行を実施していただきました。いじめという

課題への相談事業は、丁寧に進めていただくことが一番です。また、ＳＮＳ相談は、垣

根を低くした相談体制として継続すべきで、子供たちの新たな相談窓口としても有効だ

と考えています。引き続き、工夫をしながらＳＮＳ相談を実施していただくよう要望い

たします。 

次に、中学校夜間学級の設置に向けた取組について申し上げます。県内には多くのひ

きこもりの方や不登校の方がいらっしゃいます。教育機会確保法が成立したことで、現

役の中学生や形式的に中学校を卒業した方も学び直すことができるのが中学校夜間学級
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であります。これを待ち望んでいらっしゃる方がいることを念頭に、できるだけ早い開

設に向けた取組を推進していただけますよう要望いたします。 

また、様々な課題を持つ方々が対象となることから、自主夜間中学を運営されている

方々の経験を生かして、対応の御協力をお願いするのも一つの方法だと思いますので、

御検討いただくよう併せて要望します。 

続きまして、公営企業決算について、意見と要望を申し述べさせていただきます。 

はじめに、水道管路情報ＷＥＢ閲覧サービスについて申し上げます。 

県営水道における窓口サービスの向上と業務効率化を図ることを目的として水道管路

情報ＷＥＢ閲覧サービスを構築したことは、私どもの会派がこれまで提案してきた行政

のＩＣＴ化の一環として評価いたします。また、水道インフラの更新を適切に進めてい

くことは、県民のライフラインを守る水道事業者の使命であることから、水道管路の更

新に当たって、最新技術などを活用して効率よく着実に取り組み、また、その更新情報

がより正確に反映されるように努力していただくよう要望いたします。 

次に、水道メーター分解作業業務委託事業について申し上げます。 

この事業は、企業庁が障害者の方々の就労機会の拡大を通じて自立も促進をしている

という地域福祉に貢献する取組であると評価しております。今後も障害福祉サービス事

業者の方々の意見を聴き、関係部局とも連携を図りながら積極的に事業を展開していた

だきたいと思います。また、県は、ともに生きる社会かながわを掲げていますが、この

事業もその一つとして位置付けられますし、さらにＳＤＧｓの視点からも企業庁の事業

は、安全な水とトイレを世界中にというゴールだけではなく健康と福祉、生きがい、経

済成長、つくる責任つかう責任、パートナシップで目標を達成などなど様々な項目に当

てはまることから、この事業を広く県民に知っていただくことでＳＤＧｓを理解してい

ただくことにもつながると思います。周知、広報の更なる展開を要望します。 

以上、意見と要望を申し上げ、日程第１、認第１号 平成30年度神奈川県公営企業決算

の認定について、日程第２、認第２号 平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同

年度神奈川県特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で意見、要望を申し上

げます。 

 

[かながわ県民・民主フォーラム] 

かながわ県民・民主フォーラム神奈川県議会議員団を代表いたしまして、平成30年度

神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同年度神奈川県特別会計歳入歳出決算並びに平成30

年度神奈川県公営企業決算の認定に当たり、賛成の立場から意見と要望を述べさせてい

ただきます。 

本県財政は、地方消費税の税率引き上げの影響による増収要因があるものの世界経済
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の先行きの不透明感から企業収益の回復が見込めず、税交付金等を含めた実質ベースで

は減収が見込まれているところです。 

歳出は、急速な高齢化や、今後の幼児教育・保育の無償化などにより、介護・医療・

児童関係費の義務的経費が増額となることから、令和２年度は、現段階でおおむね700

億円の財源不足が見込まれています。 

このように、本県財政は、実質的に当該年度の歳入で歳出を賄えない危機的な状況で、

さらに近年は、前年度の税収増などの臨時的な財源を活用して予算編成が行われて財源

不足を補っており、今年度はこの活用が見込めないことから、歳入全体としては大幅な

減額となる見通しです。 

また、歳出総額に占める義務的経費の割合が高い硬直的な財政構造となっており、政

策的経費の確保が困難な状況でもあります。 

今後は、更なる歳入確保を図ることはもとより、一層の事業の選択と集中を進めると

ともに、最小の経費で最大の行政サービスを提供する筋肉質な県行政にしていかなけれ

ばなりません。そうした視点から、我が会派として、この決算特別委員会において質疑

を行ってまいりました。 

それでは、以下、一般会計及び特別会計の歳入歳出関係から具体的に意見と要望を述

べさせていただきます。 

はじめに、外国人観光客誘致事業についてです。 

ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピック大会に向け、県は外国人観

光客誘致事業に平成28年度から３年間で約５億円を支出し、さらに今年度は約２億５千

万円もの予算を計上しています。県は、観光による経済活性化策として、目標としてい

た県内を巡るインバウンドツアー1000本を用意できたと発表しました。しかし、ラグビ

ーワールドカップが開催され盛り上がりを見せる中、県内外国人観光客の宿泊者数の伸

びを感じることはできず、平日の宿泊者数が弱い、宿泊者が東京に流れた等の理由が報

告されました。さらに、以前から指摘している目標の在り方についても、1000本ツアー

などを紹介するＴｏｋｙｏ Ｄａｙ Ｔｒｉｐのホームページ閲覧数が目標数値とされて

おり、このホームページ閲覧数が事業の目的とする県経済活性化につながるのか甚だ疑

問であります。繰り返しになりますが、今まで約５億円の県税を使い、さらに、今年度

２億5,000万円もの予算を計上し、来年のオリンピック・パラリンピックの時期に同じ理

由で誘致できなかったでは県民理解は得られません。厳しい県財政の中、県事業は費用

対効果や県民還元が明確に求められます。質疑の中で提案させていただいた、県内市町

村と連携し新規に発掘した観光地などでの訪問客数の把握を行うなど、県民に見える形

で具体的検証を早急に行い、来年に向けた対策を打たれることを強く要望いたします。 

次に、農業の担い手不足についてです。 
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農業の担い手不足は長年言われ続け、かながわ農業活性化指針において、令和８年ま

での新規参入者数の目標数値が掲げられています。神奈川県の担い手不足の課題として、

新規に農業に従事したい方がいるものの川崎、横浜で農業を希望する方たちが多く、県

が希望する地域とのミスマッチなどが理由に挙げられました。是非、神奈川の持つ魅力、

神奈川県で農業を始める魅力、都心に近い神奈川県だからこそできる農業のメリットを

積極的かつ明確に打ち出す事業を進め、ＰＲしていただくことを要望します。そして、

県全域で農業を始めたいという方を増やすことにより、新規参入に関する事業を終了さ

せるといった前向きな事業の展開を図られることを重ねて要望いたします。 

次に、津久井やまゆり園利用者の意思決定支援についてです。 

津久井やまゆり園事件は、入所していた方々だけではなく、短期入所として利用して

いた方々にも大きな影響を及ぼしています。事件発生後から、短期入所者への説明がな

いまま１年近くが経過し、常任委員会等で取り上げさせていただいた結果、県有施設と

して、再生に向けた報告を速やかに行っていただきました。事件発生後の状況が見えな

い中での短期入所利用者や、支える御家族にとっての不安やストレスはかなりのもので

あったと思います。現在、短期入所を利用しながら、在宅等での生活を送っている方々

も、津久井やまゆり園の再生を心待ちにしていると思います。このような方々に対して

も、きめ細やかな対応を行っていただくことを要望します。 

次に、福祉タクシー車両導入補助についてです。 

ともに生きる社会を目指す本県にあって、高齢者や障害者をはじめとする、誰もが快

適に移動する手段を確保できる環境を整備することは、大変重要であると思います。そ

の手段として、福祉タクシー車両導入促進に交付された補助金が、本来の目的を十分に

果たし、高齢者や障害者が安心して円滑な移動が可能となり、社会参加が促進されるよ

う、関係機関とも連携して、取り組んでいただくことを要望します。 

次に、高校生等への就学支援についてです。 

高校生等への就学支援については、近年、給付型の就学支援制度が充実してきていま

すが、一方で、貸与型の奨学金制度も、就学支援に今後も重要な役割を担っているので、

継続して行かなければならないと考えます。後年度の奨学生のためには、貸し付けた奨

学金は確実に返済してもらう必要があると考えていますので、奨学金制度が持続可能で

安定したものとなるよう、引き続き返還向上に向け、しっかりと取り組んでいただくよ

う要望いたします。 

次に、特別支援学校スクールバス運営費についてです。 

県立特別支援学校高等部知的障害教育部門の生徒について、スクールバスに乗車でき

ていない生徒がいるとの話もあります。有効的なバスルートを検討し、少しでも多くの

子供が乗車できるように尽力いただいていることは承知しています。一方、他地域では、
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通学で介護タクシー利用の際に補助を出す制度や、医療的ケア児の通学支援を介護タク

シーで行うなどの政策を打ち出している府県もあります。また、県内で、下校時は放課

後デイサービスなどを利用する方が多く、下校便の需要が下がっている点も伺っていま

す。様々な障害を持つ生徒、保護者への通学支援においては、多角的な視点で検証、検

討を進めていただくことを要望します。 

そして、スクールバス介助員について、平成16年度から、契約更新時にバス会社への

民間委託に順次切り替えていることは理解し、民間活力を導入することは否定しません。 

しかし、仕様書を委託先に提示しているとのことですが、様々な障害を持つ生徒、保護

者の皆さんが安心してスクールバスでの通学ができるよう点検調査を行うとともに、委

託から15年が経過した中で委託前と比較し、導入当初の目的であったサービスの充実や

費用面での検証を行い、今後の課題を精査されることを要望いたします。 

続きまして、公営企業決算につきまして、意見と要望を述べさせていただきます。 

公営企業会計の事業別の決算額の把握についてです。先ほど一般会計及び特別会計に

おいても申し上げましたが、県で取り組んでいる各事業の予算に対して、それが結果と

してどのように使われたかを表すのは決算額であり、事業を県民に分かりやすく伝える

ことが大切だと考えます。来年度以降は、事業別の決算額を是非明らかにした書類を作

成していただくよう要望します。 

以上、意見と要望を申し上げ、日程第１、認第１号 平成30年度神奈川県公営企業決算

の認定について、日程第２、認第２号 平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同

年度神奈川県特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成することを申し上げて意見発

表とさせていただきます。 

 

[県政会] 

 県政会神奈川県議会議員団を代表し、日程第１の平成30年度神奈川県公営企業決算並

びに日程第２の平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同年度神奈川県特別会計

歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から意見発表いたします。 

 平成30年度本県予算は、かながわグランドデザイン総仕上げの予算と位置付けられ、

かながわグランドデザイン第２期実施計画の最終年度として、計画に掲げるプロジェク

トを着実に推進するための予算として編成されました。 

 財務省関東財務局横浜財務事務所が、今年４月25日に行った神奈川県の経済情勢報告

では、平成30年度後半の県内経済は、一部に弱い動きが見られるものの、回復しつつあ

る、とされたところであり、平成30年度予算を全体としてみれば県民経済、県民生活に

対して一定の貢献があったものと考えられます。しかしながら、当委員会で決算審査を

行ったところ、予算編成や執行の過程などに、なお改善の余地があることが確認されま
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したので、以下の意見を県当局にお伝えします。 

 最初に、総論的な事柄を申し上げます。 

 まず、予算編成方針時点の税収見通し額と決算税収額の誤差について申し上げます。 

平成30年度一般会計予算は、平成29年９月８日に示された予算編成方針、いわゆる依

命通知で800億円の財源不足と報告されておりました。しかし、決算段階では、税収額が

依命通知時点の見通しよりも425億円増えていますので、結果的に、800億円の財源不足

ではなく、375億円の財源不足にすぎなかったことになります。 

 平成26年度は500億円、平成27年度は550億円の財源不足とされましたが、それぞれ税

収額が、決算段階では依命通知時点の見通しより600億円以上増えたため、財源不足はそ

もそもなかったということになります。 

 この税収見通しの誤差、いわゆる上振れは、平成22年度から毎年、400億円とか600億

円という規模で繰り返されており、このままでは、予算編成方針時点の財源不足という

文言の信用を失うばかりか、財政再建という目標の正当性を揺るがすのではないかと危

惧しています。 

 この予算編成方針、依命通知時点での税収見通しについては、正確な数字を情報提供

いただくよう更に御尽力いただくか、難しいようであれば、財源不足金額の公表を取り

やめることも含めて御検討いただくよう要望いたします。 

ちなみに、私が調べたところ本県と同じような財政規模の自治体では、京都府、愛知

県、福岡県、千葉県などは予算編成方針時点での財源不足金額を明示することは行って

おりません。御参考にして下さい。 

 次に、関連して、財政再建の課題について申し上げます。 

本委員会の初日に、健全化判断比率等の概要として御報告があったように、本県の財

政状況は、47都道府県中において上位にある良好なものとなっています。しかし、財政

再建は手段であり、大切なのはその先に何があるかです。 

 臨時財政対策債の問題点について、同僚議員から質疑させていただいたところですが、

臨時財政対策債は、国の地方交付税に関する赤字国債を地方自治体に肩代わりさせるも

のです。そして、臨時財政対策債は、財政状況の良い、体力のある自治体に厚く配分さ

れるようになっています。なぜでしょうか。財政状況が良い自治体は、お金をたくさん

借りることができるからです。この制度下では、財政再建を進める自治体は、より多く

の臨時財政対策債という赤字県債を抱えることになります。 

 また、会社でも自治体でも、財務状況の改善に取り組むのは、一般的に資金調達力の

強化が目的です。すなわち、安い金利でお金を借りることができるようにし、それを県

民生活の充実に回すことが、本県財政再建の目的と考えられます。 

 そこで、私は、各都道府県の発行している地方債の利回りを調べてみました。今年９
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月に発行された、財政状況の全国上位、我が神奈川県の県債、20年満期の発行利回りは

0.2％でした。一方、財政状況が全国最下位クラスの北海道債、同じ９月に発行された20

年満期の発行利回りは本県と同じ0.2％、財政状況がやはり芳しくない島根県の９月発行

の20年満期県債も利回りは0.2％です。財政状況が良かろうが悪かろうが、どこも同じ金

利で債権が売れています。なぜでしょうか。最近は、超低金利政策です。市中の金利が

下がっていてお金が余っているので、財政状況が悪い自治体の地方債も安い金利で売れ

てしまうのです。 

 要するに、現在の経済社会情勢の下では、財政再建を進めても臨時財政対策債という

赤字県債が増える、財政状況が悪い自治体と比べて安い金利で資金が調達できる訳でも

ないということです。何のために財政再建を進めるのか、県民の皆様にしっかり説明を

していただきたいと思います。 

 ちょうど、今年から来年は、中期財政見通しや県債管理目標の改訂のための検討もさ

れる時期だと思います。本県の財政再建の先には、どんな夢や希望を見いだそうとする

のか、十分御検討いただくよう要望いたします。 

 次に、公営企業と防災の観点から申し上げます。 

 去る10月12日に行われた城山ダムの緊急放流については、台風第19号による豪雨が100

年に一度のものであり、現場の職員の皆様は未知の環境の中で重大な決断を迫られ、大

変な御苦労をされたものと思います。関係者の御尽力で大災害には至らず、関係の皆様

には厚く御礼を申し上げる次第です。 

しかし、100年に一度の豪雨は、最近、珍しいものではなくなってきています。現場の

職員の皆様の労に報いるためにも、次へ向けた対策をいかに考案、実行するかが喫緊の

課題です。 

 ダムの水位は水門の上までしか下げられないことを前提にすれば、予備放流を早めに

行ってダムの水位を下げ、その後の降雨時における放流量を今より多めに維持すれば、

ダムへの貯水量を抑え、決壊に至るのを防ぐことができます。 

しかし、それには、河川下流の堤防がどの程度の流量まで持ちこたえるのかを細かく

分析し、流域自治体とは更に綿密な連携が不可欠となります。加えて、相模ダムや宮ケ

瀬ダムの放流量も合わせた検討が必要です。こうした総合的な対策に、企業庁や県土整

備局だけではなく、県庁全体で取り組んでいただくよう要望いたします。 

 次に、公営企業決算とも関係しますが、県の電力調達の在り方について申し上げます。 

本県は相模川などのダムを水源とする発電事業を行っていますが、発電した電力は東

京電力へ１キロワットアワー9.36円で売却しています。他方、県の施設で消費する電力

は東京電力から１キロワットアワー16.21円で買っています。この１キロワットアワー当

たり6.85円の差額は、平成30年度決算で、県施設全体だと22億1,900万円になるという御
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答弁がありました。県の発電事業の電力を県の施設で直接使えるようにすれば、22億円

の税金が節約できます。そして、神奈川県庁は、世界に誇るクリーンエネルギーの殿堂

になります。企業庁だけではなく、県庁全体で取り組む課題として受け止めていただく

よう要望いたします。 

 続いて、各論的な項目について申し上げます。 

 まず、総務費、困難を有する青少年への対応について申し上げます。 

ひきこもり支援は、8050問題など長期高齢化する当事者、家族の孤立が地域の課題と

なる中で、従来の就労支援から一人一人の特性に寄り添った生き方支援へと転換されな

ければなりません。県としても、学校や教育委員会とも連携を取り、不登校、ひきこも

り等の様々な悩みを抱える子供、若者と家族への支援を行うよう要望いたします。 

次に、水源環境保全・再生事業会計について申し上げます。水源環境保全は、暮らし

を支える良質な水を将来にわたって安定的に確保するためのみならず、防災の視点に加

え、希少生物保護の視点からも重要です。 

10月初旬以降、厚木市の高松山周辺地域の人里において、ツキノワグマの度重なる目

撃情報等があり、さらに10月中旬からは、同地域に隣接する市街地でもツキノワグマの

目撃情報等が相次ぐようになり、人と遭遇することによる不測の被害の発生が強く懸念

される状況が続いていました。 

このようにツキノワグマが里に出てくる要因は、複合的であると言えますが、大きな

影響を与えると考えられるのが、秋の食糧不足であると言われています。希少生物の生

態を踏まえた保護対策といった視点からも、森林整備等を推進していただくよう要望い

たします。 

また、森林整備の実施が困難な水源地域や渓流域、急傾斜地等の森林についても、土

砂流出防止や生物多様性の保全など公益的機能の高い環境保全林に誘導するため、公的

な管理運営と適切な支援を推進することを要望いたします。 

併せて、本県の農作物に対する鳥獣等被害は、依然として高い水準にあり、営農意欲

の減退にもつながり、数字に表れる以上に深刻な影響を及ぼしています。引き続いての

対応を要望いたします。 

次に、流域下水道事業会計について申し上げます。 

流域下水道整備事業は、県民の貴重な水源である相模川、酒匂川の水質保全と周辺地

域の生活環境の改善、向上を図るため、流域下水道の終末処理場、ポンプ場及び幹線管

渠の建設、維持並びに運転管理を行っていますが、近年では、台風などによる風水害も

多く、規模も大きなものとなっています。想定以上の水害時にも適切に対応できる対策

を要望いたします。 
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次に、民生費、障害者が地域でその人らしく暮らせる支援の充実について申し上げま

す。 

障害のある人が、その人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々と

共生し、その人らしく暮らせる環境を整備することは非常に重要です。アウトプットで

はなく、アウトカムを明確にして事業の推進に努めていただくよう要望いたします。 

また、かながわ共同会の指定管理については、事件の起きた津久井やまゆり園利用者

様の御家族の方々から、様々な問題点の指摘をいただいています。 

さらに、かながわ共同会、愛名やまゆり園の元園長の男が、厚木市在住の当時小学６

年生の女子児童に性的暴行を加えたとして、県警に逮捕された事案については、事実で

あれば許されないことであります。 

加えて、かながわ共同会の職員採用選考には大きな問題があるのではないかと、我が

団は、繰り返し指摘してきました。 

引き続き、やまゆり園の指定管理者への対応については、重大な問題意識をもって取

り組んでいただくよう要望いたします。 

次に、警察費について申し上げます。 

障害者の地域への生活移行であるとか、高齢者を標準とした仕組みづくりといったこ

とを様々な計画に位置付けている本県でありますので、目の不自由な方向けの音響式信

号機の設置をはじめ、障害者や高齢者そして幼い子供たちを守るための交通安全対策を

更に進めるとともに、警察本部が必要な予算を確保できるよう、財政当局とも一体とな

った施策推進をされるよう要望いたします。 

次に、教育費について申し上げます。 

教員の働き方改革の推進についてですが、教員のこれまでの働き方を見直し、自らの

授業を磨くとともに、その人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動

を行うことができるようにすることはもちろん、教員自身のワーク・ライフ・バランス

の充実についても目を向け、しっかりと推進していただくよう要望いたします。 

また、いじめにより、児童・生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相次いで

発生したことをきっかけに、いじめ問題が大きな社会問題となっています。問題が発生

した際に早期発見、早期対応に努めることが大切です。市町村とも連携を取りながら、

引き続き実態把握に努めるとともに、いじめ問題への取組推進を要望いたします。 

 最後に、土木費、芦の湖の水利権の問題ついて申し上げます。 

 芦の湖には、1670年に箱根外輪山にトンネルを掘って作られた箱根用水による静岡県

側水利組合の水利権があり、県が設置、管理する湖尻水門は、台風が近づいて、降雨に

関する注意報や警報が発表されないと、水門を開くことができません。それが芦の湖や

早川の水害を拡大する要因になってきました。 



－31－ 
 

台風が来たら、もっと早い段階から水門を開け、ダムで言う予備放流を行って、芦の

湖の水位を低くしておくことができるようにする必要があります。 

 来年のオリンピック・パラリンピックの時に、芦の湖が氾濫するような事態はあって

はなりません。芦の湖の利水と治水、防災の調整の在り方を良く検討していただき、早

急に静岡県側と交渉に入ることを要望いたします。 

なお、決算審査の結果は、補正も含めて次回以降の予算に反映されなければなりませ

ん。今回、指摘した課題については、来年度予算案等の編成過程において十分に留意さ

れるようお願いいたします。 

 以上、意見を申し上げ、日程第１の平成30年度神奈川県公営企業決算並びに日程第２

の平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同年度神奈川県特別会計歳入歳出決算

の認定について賛成いたします。        

 

[共産党] 

私は、日本共産党神奈川県議会議員団を代表して、日程第１、認第１号 平成30年度神

奈川県公営企業決算、また、日程第２、認第２号 平成30年度神奈川県一般会計歳入歳出

決算及び同年度神奈川県特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場から意見を

述べます。 

はじめに、県の財政運営についてです。2018年度については、一般会計は実質収支約

49億5,223万円の黒字で19年連続の黒字となっています。単年度収支は、約14億4,631万

円の赤字となりましたが、実態は以下のとおりです。 

県債管理基金からの繰入れは145億円で、当初予算の508億円からは363億円も減らして

います。昨年度の予算編成時には、800億円の財源不足としていましたが、実質収支は約

49億5,223万円の黒字であったことに加え、基金からの繰入れも363億円も減らしている

ことなどから、それほどの財源不足が生じていたとは言えない状況です。県は毎年財源

不足をうたいますが、これは自治体が行うべき県民サービスを抑制させる効果を持ちま

すから、財源不足を過大に示すことはやめるべきです。 

今年10月から消費税が10％に増税され、今後、県民生活がより一層厳しくなることが

予想されます。特に所得の低い方には公的な支援が重要になると思われますが、2018年

度には生活保護基準の引き下げが行われるなど、格差拡大につながる政策が強行されま

した。県は、このような国の姿勢に追随するのではなく、県民の苦しい実態に心を寄せ、

手を差し伸べる地方自治体の役割を発揮するべきです。県として、住民サービスと住民

の生活を最優先にした財政運営を進めるべきと考えます。 

続いて、主な施策について、意見、要望を述べます。 

まず、県単独予算を措置し、前のめりともいうべきヘルスケア・ニューフロンティア
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政策についてですが、この政策は、最先端医療産業支援などが中心となっており、直接

県民の医療と健康を支えるものとはなっていません。知事が、神奈川県こそ、その先進

県とうたい、度々引用する国連ＳＤＧｓが掲げる目標３には、あらゆる年齢のすべての

人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進すると明記されています。健康は、自己責任

ではなくすべての人の基本的権利であることを前提としています。 

この点で言えば、未病改善の取組に決定的に欠けているのは、健康であるための社会

的決定要因を改善するという視点です。低所得者や不安定雇用の人ほど疾病や死亡のリ

スクが高まっています。このような健康格差を是正するという視点はＷＨＯや厚生労働

省もうたっていますが、ＳＤＧｓと言うなら、この視点こそ不可欠です。 

県民が健康で長生きすることを本気で願うなら、商品やサービスを購入しなければ恩

恵にあずかれない取組ではなく、健康格差を解消すべく、公的役割や公衆衛生部門との

連携強化にこそ予算を振り向けるべきです。また、小児医療費無料化の対象年齢を引き

上げることや窓口負担をなくすこと、重度障害者医療費助成の県の負担割合を引き上げ

ることなど、これこそが必要です。これらは市町村からも多く要望されています。その

声に応えることが必要です。 

未病の言葉は、これらの視点に照らしても、また、実態に照らしても、意味を持ちま

せん。もはや、未病の言葉の普及のために、お金とエネルギーを使うことはやめるべき

です。ＭＥ-ＢＹＯサミットなどと称する、国内および国際シンポジウムを長年続け、お

金とエネルギーを使うことも、自治体がやるべきことではありません。 

次に特別支援学校にかかわる施策です。秦野養護学校末広校舎は、教育委員会が地域

との連携として好ましい例と称していますが、協定にも記されているように、貸主であ

る学校の生徒の事情を優先することが前提となり、特別支援学校の生徒の立場に立てば、

実態として体育館が使えない、給食、保健室、音楽室が不備など、環境がまさに差別的

です。また、生徒の学習権の保障も不十分です。特別支援学校の不足度は、全国に比べ

ても神奈川県は一層切実です。その実態に対し、特別支援学校を作らずに他の学校の校

舎を借りるという方式は改めるべきです。 

次に、村岡新駅設置についてです。 

昨年度、村岡新駅（仮称）設置協議会を設立し、ＪＲ東日本に新駅の概略設計を要望

し、新駅設置に係る費用の３割を県が持つことを決めました。 

さらに、2018年４月には武田薬品工業とヘルスケア・ニューフロンティア政策の推進

のための覚書を交わし、湘南ヘルスイノベーションパークを開設し、新駅設置を促進す

る動きが進められています。もともと村岡新駅の設置は、武田薬品工業を誘致する際の

覚書にも入っており、県が率先して新駅誘致を進めていることは明らかです。 

新駅の必要性に疑問を持ち、新駅設置と周辺まちづくりに反対している住民も多くい
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ます。輸送路線としての効果も疑問視されているところです。それに対し、新たなまち

づくりで多額な費用を藤沢市と鎌倉市が負担することを考えると、新駅設置と周辺まち

づくりの大型開発はやめるべきで、県の姿勢を改める必要があります。 

次に、リニア中央新幹線建設推進についてです。 

建設を巡り、大手ゼネコン４社が受注価格のつり上げを図って談合したことで逮捕者

が出るなど、重大な状況も発生しました。 

そのような中、県は、予算も職員体制も、昨年度は倍以上にして、用地買収交渉など

のスピードアップを図りました。リニア中央新幹線建設によって、住民は移転を強いら

れ、長い間築いてきた生活基盤を奪われ、保全すべき水源林の一部を失い、水脈も変え

られ、深刻な自然破壊と生活破壊を強いられています。 

さらに、トンネル掘削工事に伴う残土処分場が、水源地の近くである相模原市緑区の

道志川の近くに計画されている点も大きな問題です。住民の方からも水源確保に切実な

懸念が示されています。これらの点から、リニア中央新幹線の推進はやめるべきです。 

次に、幼児教育・保育の無償化についてです。 

今年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりましたが、幼稚園類似施設や外国人学

校は対象外となっています。県は、これまでも、朝鮮学園に通う子供たちへの学費補助

を打ち切ってきましたが、この姿勢を改めて、補助を再開するべきです。神奈川県弁護

士会からも声明が出されていますが、差別をなくすべき行政が率先して差別的取扱いを

行うようなことは直ちにやめるべきです。多文化共生の理念、国際人権規約、人種差別

撤廃条約、子どもの権利条約に基づき、すべての児童・生徒に対する補助を再開すべき

であり、幼児教育・保育の無償化についても外国人学校を対象とするよう求めるもので

す。 

以上が、平成30年度一般会計決算に反対する主な理由です。 

続いて、平成30年度神奈川県国民健康保険事業会計決算についてです。 

2018年度は、県として初めての国民健康保険事業会計の決算となりました。決算総額

を見ると、当初予算編成時と比較して、大幅な黒字となりました。これは、当初の医療

給付費の見込みよりは、医療給付費が少なかったことが主な要因と考えられます。当初

予算を立てる段階で、医療給付水準を正確に見込むことは難しいとはいえ、これにより

各市町村の国民健康保険料が決定されることを考えると、当初予算での見積りをより精

査していく必要があります。 

また、余剰分の使い方についても、来年度に向けて、県として一定の配慮は認められ

ますが、より保険料を引き下げるための方策が求められます。また、保険者努力支援制

度についても、加入者に過酷なものとならないよう運営に留意する必要があります。国

民健康保険料は、事業主負担がないため、高過ぎるものとなっており、その上、低所得
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者が多い国保加入者には非常に酷なものとなっています。全国知事会も求めている１兆

円規模での国の財政負担を行わせることが重要です。 

また、現段階で市町村が行っている一般会計からの繰入れについても減らすことなく

続ける必要がありますし、県としての財政負担も求められます。 

さらに、滞納対策では、来年度から横浜市は、短期証の発行をやめることを明らかに

しています。県としても市町村と連携して資格証の発行、短期証の発行をやめるよう取

り組む必要があります。国保都道府県化は、基本的に医療費や医療提供の抑制につなが

りかねないものであるとして、保険者努力支援制度など、制度上の問題点も指摘してき

たところであり、2018年度決算に反対いたします。 

続いて、平成30年度神奈川県水道事業会計決算についてです。 

2018年度には、箱根地区水道事業包括委託が第２期を迎えました。この包括委託の目

的は、民間企業が国内、海外の水ビジネスに参加できるよう支援する、委託された民間

企業が水道運営のノウハウを習得し、事業展開できるように支援するとなっています。 

しかしながら、なぜ水道運営のノウハウを民間に習得させる必要があるのかという今

委員会での質問に対し、人材不足と答え、厚生労働省も同様の分析をしています。人材

不足は、県が退職者の補充をきちんとすればいいだけの話です。民間委託の理由にはな

りません。 

現在の委託先である箱根水道パートナーズ株式会社は、ＪＦＥやヴェオリア・ジェネ

ッツなどの大企業が中心となっています。そして、もともとヴェオリア・ジェネッツの

大元のヴェオリア社は、世界の水メジャーとも言われ、海外での水事業を展開する会社

であり、この包括委託の目的に沿う企業ではありません。 

水は、命の水と言われるように、公共性の高いものです。仮に採算が合わない場合が

生じたとしても社会的要請に応え、水道水を提供しなければなりません。民間企業には、

困難に直面している水道事業体の救済や支援を行うことは期待できません。やはり、公

共の力で対応していくことが求められます。包括委託などにより公共の力を弱めること

は改めるべきです。 

これらの点から、箱根地区水道事業包括委託を続けることは、やめるべきと考えます。 

以上、主な理由を述べ、認第１号 平成30年度神奈川県公営企業会計決算、認第２号 平

成30年度神奈川県一般会計歳入歳出決算及び同年度神奈川県特別会計歳入歳出決算の認

定についての反対意見といたします。 
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[わが町] 

平成30年度決算の認定に当たり、わが町として意見を申し上げます。 

これから先、何年間もの間、超高齢社会という非常に厳しい時代を迎えます。言わず

もがな、税収減、支出増という財政状況が続きます。ゆえに、財政論は何よりも重要な

テーマです。 

しかし、今のままでは、超高齢社会を乗り越えることは、非常に厳しいと感じます。 

私のヘルスケア・ニューフロンティア政策の質問の際、県民の行動変容を促すとの答

弁をいただきましたが、その前に、県行政側の行動変容と思考変容が必要です。持続可

能な神奈川にするための、ありとあらゆる行動変容と思考変容です。 

今回の決算特別委員会では、私からだけではなく、他会派の他の委員の方々からも、

持続可能な神奈川にするための数々の課題が提起されました。それらを、ヘルスケア・

ニューフロンティアだけではなく、すべての施策における次年度の予算編成に反映させ

てください。 

もしも反映されないのであれば、いずれ出されるかもしれない県職員給与の増額の条

例案に賛成できませんから、と意見を申し上げ、原案のとおり賛成いたします。 


