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厚木市議会・佐藤知一 一般質問・会議録（議事録） 

 

 

 

 

通告要旨 

 

(1) 市政一般について 

 ア 性同一性障害について 

 （ア）公文書、申請書、投票所入場券等の性別記入欄を削除することはでき

ないか。 

 （イ）相談体制と市民への広報活動、学習機会の提供を考えているか。 

 イ 知的障害者のヘルパー資格取得について 

 （ア）資格取得講座開設とその後の就労相談体制をとる考えはあるか。 

 ウ あつぎらしさの広報活動について 

 （ア）市内大学でのあつぎらしさを伝える寄附講座を開設する考えはあるか。 

 エ 厚木市職員の自己啓発について 

 （ア）青年海外協力隊、ボランティア活動等に参加するための長期自己啓発

休暇制度を創設する考えはあるか。 

 オ 行政評価システムについて 

 （ア）現在までの行政評価システムの進捗状況は。

 

 

※ 厚木市議会会議録より引用したものであるが、汎用性を考慮して、ＪＩＳ第一・第二 

水準までの漢字で構成されている。このため人名など、会議録と一部異なる場合がある。 

また、議会の承認をもって訂正された文言については、発言の有無に関わらず、訂正後の

ものが公式な議事録として用いられる為、これに準じる。 



2003.12.05 : 平成 15 年 12 月定例会（第２日）

 

◯高橋徹也議長 佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）通告に従いまして質問させていただきます。 

 私にとりましては今回で２度目の登壇となりますけれども、７月の選挙の際

の私の公約は、市民の方たちの小さな声に耳を傾けること、また、学生議員と

なることにより、多くの知恵を結集し厚木市の抱える問題を発見し、解決に向

けて取り組むということでした。そこで今回は、私のこの公約に従い、私の通

う大学の仲間たちとともにつくり上げました質問を行います。 

 初めに、性同一性障害に関しての質問をいたします。 

 1998 年に埼玉医大で特別縫合手術、いわゆる性転換手術が日本で初めて合法

的に行われて以降、テレビ番組などを通じ広く知られることとなりました。特

に、人気アイドルの上戸彩さんが性同一性障害を抱える中学生を見事に演じ話

題となった「３年Ｂ組金八先生」や、性同一性障害を公表した上で、ことし４

月の統一地方選挙に挑戦した上川あやさんの世田谷区議会議員当選は、大きな

話題を集めました。 

 ことしの７月には、国会においても性同一性障害者の性別の取扱いの特例に

関する法律が成立し、１年後の施行が決まりました。法律の定義によりますと、

性同一性障害とは、「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理

的にはそれとは別の性別（以下『他の性別』という。）であるとの持続的な確

信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意

思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な

知識および経験を有する二人以上の医師の一般的に認められている医学的知見



に基づき行う診断が一致しているものをいう」となっております。 

 本日も午後より私の友人でもある性同一性障害を抱える学生が傍聴に来られ

る予定となっておりますけれども、現在、私は慶應大学の中で、学生らととも

に、性同一性障害のジェンダーフリーを実現するワーキンググループを組織し、

活動いたしております。このホームページは、毎日 100 名を超えるアクセス数

を記録しておりまして、こうした私たちの調査によりますと、性同一性障害を

抱える人は厚木市にも確実に存在し、日常の不便を抱えているということです。 

 子供たちにとって安心なまちは、私たち大人にとっても安心であり、身体障

害者にとって歩きやすい道は、私たちにとっても歩きやすい道となっておりま

す。同様に、性同一性障害を抱える市民に優しい社会は、私たちにとっても優

しい社会でございます。 

 近年では、こうした市民の声を聞こうとアクションを起こしている自治体も

少なからず存在しております。例えば、藤沢市においては、市議会総務常任委

員会において、市民の陳情を受け、市が発行する証明書や申請書について、不

必要な性別記載欄を可能な限り削除すること、選挙時の本人確認方法の検討、

市職員の研修、学校での取り組みなどを決めました。同市によりますと、性別

記入欄のある文書 535 件を調べ、１件は直ちに廃止、そして、法令で様式が決

まっており、市として廃止できないもの 329 件ということで、残る 205 件に対

しては廃止可能であり、来年度中には 58 件実施する方針とのことが明確となっ

ております。こうした自治体は、ほかに小金井市、草加市、新座市、鳥取市な

どがございます。 

 そこで、公文書、申請書、投票所入場券などの性別記入欄を排除することは

できないかということと、これに伴いました相談体制と市民への広報活動、学

習機会の提供についてのご所見をお伺いいたします。 



 次に、知的障害者のヘルパー資格取得について質問いたします。 

 私は、食堂を営む家に生まれ育ちましたけれども、小さいころ、昼間、祖父

母や両親、従業員も含めて忙しい時間帯に、幼かった私のおむつをかえるなど

面倒を見てくれていたのが知的障害を負った私のおばでした。障害者に限らず、

人間は責任ある仕事を与えられると成長いたします。私は、これまでも何年も

駅頭に立ち、政策を訴えてまいりましたが、いつも声をかけてくれている知的

障害を負った女の子が、やがて学校を卒業し、無事就職を果たし、仕事を始め

るようになると見る見る顔つきが変わり、話していても知的障害を感じないま

でに成長いたしました。 

 前ヤマト運輸の会長が展開していますスワンベーカリーのように、近年では

障害者が独立をして生活していくことを視野に入れた雇用の場が見えるように

なりました。しかしながら、厳しい雇用環境にある知的障害者でありまして、

その中でもホームヘルパーの資格取得を目指す知的障害者の方が注目されてお

ります。マンパワーが求められている分野だけに就労先としても注目され、兵

庫県や大阪市でも知的障害者を対象にした養成講座を開講しておりますが、あ

わせて、これについてのご所見もお伺いいたします。 

 次に、厚木らしさの広報活動についての質問をいたします。 

 慶應大学では、主にゲノムの研究をするために、山形県庄内地域に小さな鶴

岡キャンパスというものを構えております。ここでは特設科目として山形文化

論というものがありまして、講義内容は酒、町、川、海という４つのテーマに

分け、例えば酒のテーマの場合は、造り酒屋の協力でお酒をつくり、町のテー

マの際には城下町をウオッチングし、川や海のときには地元漁師と川魚や海産

物を味わうといったようなものでございます。 

 我が厚木市においても、丹沢、大山や相模川、市街地中心部を中心としたと



ても魅力のある箇所がございまして、それにあわせて市内にも多くの大学があ

り、学生がおります。こうした取り組みについてのご所見をお伺いいたします。 

 次に、厚木市職員の自己啓発についての質問をさせていただきます。 

 本日も午後より私が地方自治を学んでおります先生もお見えになる予定です

けれども、このゼミに学ぶ学生が１人おりまして、せっかく合格しました県の

職員への道を一時断念し、大学院への進学を決めました。彼は今でも地方自治

体で仕事をすることを望んでいますけれども、１度自治体に就職してしまうと

勉強などを理由に離れられないことを懸念し、大学院進学を希望いたしました。 

 近年では、行政評価、発生主義会計制度、ＰＦＩ（プライベート・ファイナ

ンス・イニシアチブ）といった、いわゆるＮＰＭ（ニュー・パブリック・マネ

ジメント）のように、地方自治体の運営手法も多彩になり、適切な手法選択が

強く求められる時代となっております。こうした民からの強い要望を前に、大

学院へ進学する地方議員も今では珍しいものではなくなりました。私たち市議

会議員は、例えば必要を感じれば大学院への進学も可能ですけれども、職員は

そうはいきません。 

 本日も午後より傍聴に来られる予定ですけれども、大分県の中津市では、毎

年１人、意欲のある職員を私たちの大学に特別聴講生として１年間派遣されて

おります。彼らは新しい行政手法と新しい発想を学生たちとともに学び、１年

後、中津市に戻られてからはかなり活躍されているということを耳にいたしま

す。 

 厚木市職員の自己啓発を支援するという観点から、大学や大学院などもあわ

せまして、例えば青年海外協力隊、留学、ボランティア活動などに積極的に参

加するための長期自己啓発休暇などを、また、進学などのために優秀な人材が

仕事をやめていってしまうということを防ぐ観点から、休業、休暇制度の拡充



を講ずるべきであると考えますが、いかがなものでしょうか。 

 最後に、私が９月議会にて質問いたしました行政評価システムの現在におい

てまでの進捗状況はいかがなものか、お聞かせください。 

 以上、質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 性同一性障害について 

 （ア）公文書、申請書、投票所入場券等の性別記入欄を削除することはでき

ないか。 

 （イ）相談体制と市民への広報活動、学習機会の提供を考えているか。 

 イ 知的障害者のヘルパー資格取得について 

 （ア）資格取得講座開設とその後の就労相談体制をとる考えはあるか。 

 ウ あつぎらしさの広報活動について 

 （ア）市内大学でのあつぎらしさを伝える寄附講座を開設する考えはあるか。 

 エ 厚木市職員の自己啓発について 

 （ア）青年海外協力隊、ボランティア活動等に参加するための長期自己啓発

休暇制度を創設する考えはあるか。 

 オ 行政評価システムについて 

 （ア）現在までの行政評価システムの進捗状況は。 

 以上についての明快なご答弁をお願いいたします。ありがとうございます。 

 

◯高橋徹也議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員より、性同一性障害について、公

文書、申請書、投票所入場券等の性別記入欄を削除することはできないかとの



お尋ねでございますが、市が作成する申請書等につきましては、既に前例や慣

例にとらわれず、性別の記載の必要性について見直しの指示をしているところ

であります。来年４月の実施に向け、最終的な調整を図っているところでござ

います。 

 なお、見直しの考え方といたしましては、情報収集は必要最小限に抑えるべ

きという、より広い個人情報保護の観点から、性別の記載にとどまらず、住所、

電話番号などの記入の必要性につきましても検討を加えているところでござい

ます。 

 次に、相談体制と市民への広報活動、学習機会の提供を考えているかとのお

尋ねでございますが、性同一性障害につきましては、本年７月に性同一性障害

の性別の取扱いの特例に関する法律が公布されたことにより、社会的認知がな

されたものと認識いたしております。 

 性同一性障害でお悩みの方の相談につきましては、市民相談や福祉、法律の

専門相談などで対応してまいりたいと考えており、市民への広報活動、学習機

会の提供につきましては、今後の課題とさせていただきたいと思います。 

 次に、知的障害者のヘルパー資格取得について、資格取得講座開設とその後

の就労相談体制をとる考えはあるかとのお尋ねでございますが、知的障害者が

ホームヘルパーとして就労することは、知的障害者の自立及び社会参加の促進

が図られるものと考えております。 

 現在、知的障害者の方などからは資格取得講座の開催や就労相談体制につい

ての具体的なご要望はございませんが、今後、障害者団体等の意見や先進都市

の事例を参考に研究してまいりたいと考えております。 

 次に、厚木らしさの広報活動について、市内大学での厚木らしさを伝える寄

附講座を開設する考えはあるかとのお尋ねでございますが、寄附講座につきま



しては、企業や個人等が大学に寄附金として資金を提供し、大学の知的資源な

どを活用して開設される時限つきの講座を言うものとされております。 

 寄附講座の開設は、本市に対する理解を深めていただくための１つの方法で

はありますが、開設には多額の費用が必要とされており、費用対効果の観点か

ら導入には難しさがあるものと考えております。このため、現在行っておりま

す各種講座等の中で厚木らしさをよりよく知っていただけるよう、内容の充実

に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、厚木市職員の自己啓発について、青年海外協力隊、ボランティア活動

等に参加するための長期自己啓発休暇制度を創設する考えはあるかとのお尋ね

でございますが、本市におきましては、平成９年７月にいわゆるボランティア

休暇を新設して、年間５日を付与し、対応しているところでございます。 

 また、長期自己啓発休暇制度につきましては、現在ございませんが、青年海

外協力隊への派遣などは国の施策にも合致いたしますので、制度化について今

後検討してまいりたいと思います。その他の自己啓発活動につきましては、事

例ごとに検討が必要となりますが、基本的には現行制度の中で対応できるもの

と判断いたしております。 

 次に、行政評価システムについて、現在までの行政評価システムの進捗状況

はとのお尋ねでございますが、現在は行政評価の具体的な実施方法や運用方法

等について、関係課長による会議と中堅職員によるプロジェクトチームを並行

して開催し、来年度の試行が計画的に実施できるよう検討を進めているところ

でございます。 

 以上です。 

 



◯高橋徹也議長 ここで午後１時まで休憩いたします。 

     午前 11 時 54 分  休憩 

     （内海光雄議員退席） 

   ────────────── 

     午後１時 00 分  開議 

 

◯高橋徹也議長 再開いたします。佐藤議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 市長答弁ありがとうございました。 

 性同一性障害についてですけれども、答弁の中で、本年７月に性同一性障害

の性別の取扱いの特例に関する法律が公布されたことにより、社会的認知がな

されたものと認識いたしておりますとのお答えがございました。それでは、通

常、性同一性障害とレズビアンやゲイといったような同性愛者とは混同されや

すいんですけれども、この違いの認識についてお答えください。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 性同一性障害につきましては、先ほど佐藤議員の

お話がございましたように、いわゆる体と、それから心の違いという、そうい

うものが性同一性障害ということでございまして、ただいまおっしゃいました

いわゆるレズビアンといいますか、そういう方々につきましては、心も性と同

じような考え方を持ちつつ体が違った形での表現をするというような、そうい

うことになるかというふうに思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 そうなんですよね。しかしながら、非常にわかりづら

くて、性同一性障害を抱えた方たち、子供から大人までいらっしゃるわけです



けれども、特に子供に関して、自分が男だか女だかの性の認識がなかなかでき

ないまま、親に告白することもできず、もしくは先生にも言えないといった中

で、特に学校が担う役割というのは非常に大きいと考えていますけれども、さ

まざまな取り組み、これから活動を行っていくというふうなことでありました

けれども、もし今現在、学校側で、児童が自分は性同一性障害じゃないかとい

うふうな相談を学校の先生が受けたときに、市としてはどのような対策を講じ

るのでしょうか、お答えください。 

 

◯柳田俊雄教育総務部長 学校で児童・生徒が性同一性障害だということの相

談があった場合、どうするのかということでございますけれども、学校教育に

おける性教育といいますか、それは人間形成の一環として、全部の教科の中で

は行われておりますけれども、特に性同一性障害については扱っておりません

ので、そういったものが小・中学生の時代に自覚されるのかなという１つの疑

問もございますけれども、もう１つ、青少年相談センターの方でいろいろ思春

期の性の悩みについての相談を受けておりますので、多分そちらの方には若干

そういった相談の傾向があるのかなというふうには考えておりますけれども、

今、たしか学校の中でのそういう相談は、あったというような事例はちょっと

聞いておりませんので、多分青少年相談センターの方でお受けをするという形

になろうかと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 先日も、実は厚木小学校の方へ視察させていただいた

折に、やはり男女別なく○○さんというようなことで呼びかけが徹底されてい

たようです。これは、ただ単に男女の別というよりも、個人の尊厳を尊重する

という意味が強いそうですけれども、非常に期待しておりますので、ぜひよろ



しくお願いいたします。 

 そして、質問の順番をちょっと変えさせていただきますけれども、厚木市職

員の自己啓発についてなんですけれども、市長の答弁、平成９年７月にボラン

ティア休暇を年５日間認めることになり、海外青年協力隊などについては制度

化を検討するけれども、ほかについては必要がないというようにとってよろし

いのでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 海外青年協力隊につきましては、条例化をする必要性

がございまして、それにつきましては今後検討させていただくということでご

ざいます。それ以外につきましては、必要がないというよりは、現行制度の中

で対応できるのではないかというふうな判断でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 でも、５日間ですよね。 

 

◯佐々木 弘総務部長 いわゆるボランティア休暇ができましたいきさつは、

阪神・淡路大震災、あるいはナホトカ号の重油流出事件等がありまして、そし

て、日本国民の中でそうした精神のある方はということで５日間を付与させて

いただいておりますが、これもどの程度が適切かというようなことが非常に問

われるわけでございまして、１カ月もあれば１年もあるというふうなことにな

りますと、その状況によって判断せざるを得ない。仮に５日でありましても、

土日を挟みますと９日間連続して休暇ができますというふうなことを考えます

と、そういう中で対応していただいて、特殊な場合は、またケース・バイ・ケ

ースで考えさせていただくのかなというふうに思っております。 

 



◯３番 佐藤知一議員 ケース・バイ・ケースで恐らく対応できないから質問

させていただいているんですけれども、さきの９月の議会の中で、私、最後に

ちょっと触れたんですけれども、ある大学教授が主宰している政策のＮＰＯ、

こちらの方で全国各地からそれぞれの地方自治体から何名か職員が集まって、

これからあるべき姿の自治体の仕事を仕分けしていこうというような勉強会が

あるわけですよ。これは合宿形式になっているわけですけれども、そのメンバ

ーを見てみますと、厚木市から出席されているのは五、六名なんですけれども、

全体的に見ると１位、２位を争うほど出席率が高く、その教授に伺ってみます

と、やはり非常に優秀だということなんですね。 

 ほかの自治体の例がまたあるわけですけれども、ある自治体で―大和市なん

ですけれども、大和市の今のＩＴ政策をされている方というのは、１回やめて、

大学院で勉強されてからまた戻った。彼の場合は戻れたからいいわけですけれ

ども、例えば民間の会社で、いい例えかどうかわかりませんけれども、リスト

ラを募ると、本当はその会社としてはやめていただきたくない人から順番にや

めていくというような状況があるわけですね。 

 今、厚木市の中で、非常にモチベーションが高くて優秀な職員さんがそれだ

け多くいるとするならば、ボランティア休暇５日間、土日も含めて１週間だと

いうようなことがあって、それで対応できればいいけれども、私が登壇したと

きに言ったとおり、例えばニュー・パブリック・マネジメントといったような

新しいシステムがたくさんあって、本当はもっともっと市民の意向をくみ上げ

るために何かやりたいけれども、勉強する時間が欲しいとなったときに、どの

ように対応できるのかということですね。 

 私は高校時代、18 歳は大学に行きたいと思いませんでした。実際に魅力も感

じていませんでしたが、30 歳になってから大学に入った。これは、ある程度民



間の中で仕事をしながら問題意識が高まっていって、その点で大学に入ると、

今度は非常にモチベーションも上がっていくわけですよ。 

 恐らく厚木市役所の中で働いている方々も、厚木市役所に入った当時は余り

問題意識も高くないかもしれないけれども、日々の仕事の中で非常に高い問題

意識が出てくる。そうしたときに、もう１回勉強したいなと。例えば、今、大

学院といっても２年間ではなくて、１年間で勉強させるところも出てまいりま

した。１年間だけ休ませていただければ、よりバージョンアップして厚木市の

ために働きたいという職員がいるとするならば、それを我慢するか、もしくは

バージョンアップするために１回厚木市役所をやめなければいけないのかとい

ったような二者択一があるとするならば、これに対して市としても何らかの対

応を持って臨んでいただかなければいけない。非常に限りある財産ですよ。特

に人的な財産は厚木市としても非常に重要ですし、私たちとしても頼りにして

いるわけですから、それに対しても、そんなに無謀なことではなくて、１年間

に限ってでもいいし、もしくは、例えば中津市などでは、そのお金を全部中津

市が１年間持っているわけですけれども、そんなことをしなくても、お金なん

て要らないから１年間自費で大学に通わせてくれよ、もしくは聴講生として行

かせてくれというような要望に対して、現行の制度ではこたえられないですよ

ね。どうでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 厚木市の自己研修といいますか、そうした中で幾つか

事例がございまして、例えば夜間大学に行きたいというような場合には、例え

ば１時間程度、どうしても４時から５時ぐらいまで通学のために早目に行きた

いというような場合なども含めまして、そうした自己啓発を高めようとする人

に対しましては、そういった職専免という扱いでやらせていただいていること



が１つと、それからいわゆる自己研修ではないんですけれども、今言いました

ように、新しい時代に対応したいろいろな政策を勉強したい、あるいは特に最

近では情報セキュリティーの問題などが出てきております。そうしたものに対

応するためにどうしたらいいかというような形の中で、これはむしろ行政側と

しても必要と認めますので、そうした場合に、むしろ市費の中で行っていただ

く方が望ましいと思われるものについては、長期にわたって派遣していこうと

いうような考え方も持っております。 

 したがいまして、全く行政にかかわりのない分野に独自に、例えば日本の歴

史を勉強したいということで、自己研修したいというようなことについてまで

果たして必要になるかといいますと、なかなかその辺は難しいところがござい

ます。それは結果的には、いずれ人材として必要な部分もなくはないんですけ

れども、では、その間、本業はどうなるのか、それに対する他の職員の影響度

合いはどうなのかというようなことまでも考えますと、本人の意思の自発性に

基づくもの、あらゆるものをすべてということにつきましては、やはりある程

度検討しながら対応していかざるを得ない部分がございます。 

 以上でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ごめんなさい。お答えの中身がよくわからなかったん

ですけれども、例えば今回の選挙などでも、私たち民主党は、マニフェストと

いったもので政策重視、あれもやります、これもやります、これもつくりまし

ょうといったような公約ではなくて、マニフェストという形で戦いました。ま

た、地方などでも神奈川県知事や埼玉県知事もマニフェストをつくり、国民に

対して、県民に対して訴えていくというようなことがあるわけですよ。 

 当然、厚木市においても、職員の方々が政策重視、これまでやってきた仕事、



やり方、そういったものが通用しないといったことがあったときに勉強し直し

たいと。じゃ、いいですよ。例えば、１年間お休みさせていただきたいといっ

たときに、現時点では対応できるんですか、できないんですか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 現在の制度では、いわゆる有給の休暇の場合には、そ

ういった幾つかの事例で具体的な事例が定まっておりますけれども、無給のよ

うな形では、現在、条例上、介護休暇と組合休暇以外はございませんので、し

たがいまして、純粋に自分で勉強したいというような休暇に対して無給休暇と

いう制度を設けるかどうかということにつきましては、今の時点では考えてお

りません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 そのように向上心の高い職員がいるとするならば、や

はりこれは財産ですので、みすみすやめていって、厚木市が結局は損をしたと

いったことのないように検討していただきたいと考えています。 

 それでは、時間の関係もありまして、また戻りますけれども、性同一性障害、

一番最初のものについてですけれども、例えば藤沢市では、性別記入欄のある

文書、これが 535 ということで、直ちに速やかに廃止できるものを１つとしま

して、市としては廃止できないもの 329、廃止可能なもの 205、来年度中に廃止

を実施しますよといったものが 58 と数字が出ているわけですけれども、さきの

衆議院選挙などでも、性別表示を廃止したのは東京都内では世田谷や豊島など

４区と藤沢市などがあるわけですけれども、できれば厚木市においても、今後

検討していただくということは非常に心強いわけですけれども、そういった数

字をもってお答え願えればと思います。 

 



◯佐々木 弘総務部長 厚木市が所有しております市民を対象とした申請書類、

国関係の申請書もございまして、303 種類ございます。市が独自に定めます申請

書類は 718 種類、合計いたしますと 1021 種類ございまして、そのうち 140 種類

が性別の記載を求めているのが実態でございます。先ほど市長が申し上げまし

たように、既に調査をいたしておりまして、現時点で担当セクションで性別を

削除する可能な数は 34 種類となっております。 

 なお、これはあくまでも担当課の判断でございますので、年度内にはもう少

しふえていくのではないかな、そういうふうに考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ぜひとも実施していただけたらと思います。 

 引き続き知的障害者のヘルパー資格の取得についてですけれども、これも全

国ではまだまだ生まれたばっかりということで、兵庫県では、ことし 20 名を募

集しました。通常のホームヘルパー３級の講座などというのは、一般の人たち

の中に知的障害を持った人が入っていくと、なかなかこれについていけないと

いうような声もあったそうで、20 名を募集しました。結果として 87 名が応募を

し、当初の予定では面接をした上で選考するとしたそうですけれども、結局、

面接をしても何を基準に選んだらいいのかわからないということで、ランダム

に 20 名を選出し、その 20 名すべてが現在までのところ―実はまだ講習が続い

ているわけですけれども、３級認定を受ける予定だとなっています。 

 ご答弁の中では、これまで知的障害者の方々やご家族など関係者の方々から

のそういった要望はないとなっていますけれども、知らないものはなかなか要

望するすべがないということで、できましたならばワンステップフォワードと

いいますか、きちんとしたものを調べていただいて、厚木市独自でも結構です

けれども、やっていただきたいというふうに考えています。 



 加えて、現在、例えば障害を持った方たちだけではなくても、自登録方式で

ヘルパーを利用している障害者並びに各地の介護人派遣事業を利用して介護サ

ービスを受けている障害者の７割以上はヘルパー資格を持たないといったよう

なものが数字として挙がっております。これは厚木市ではどういう数字かわか

りませんけれども、こういった事情がありますので、ぜひともやっていただき

たいと考えています。 

 それで、例えば、今通所されている障害者の方々がいらっしゃいますけれど

も、賃金としては非常に安かったりするわけですけれども、こうしたものに対

する是正といったものが何か検討されていれば教えてください。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 障害者の方がいわゆる通所施設、地域作業所等に

障害者の方の訓練と、それから日常生活における生活の経済的な獲得というこ

とで地域作業所での通所作業等が行われてございますが、これにつきましては、

特段行政的に賃金を幾らにしていただくということで個々への統一的な価格等

については指導してございませんで、作業所等がおのおの作業の量あるいは質

等によりまして、作業所の運営の中で決めているというような状況でございま

す。 

 

◯３番 佐藤知一議員 そうなんですよね。例えば私の亡くなってしまったお

ばなども、通所していたときに、１カ月働いて数千円というふうな形でした。

しかしながら、うちの家族としては非常にありがたいわけですよ。それは預か

っていただいて、そこには仲間もいるし、毎日集うことができる。その上でお

小遣いももらえれば、これは十分じゃないかという考えでした。 

 しかしながら、最近ではそうした考えの１つ上をいくような形で、障害者で



あったとしても税金を払えるまでには収入をというような考えがございます。

最近ではパン屋さんが多いですけれども、知的障害を負った人たちが３分の２

ほど、残り３分の１は通常の方というような形式が多いようですけれども、そ

ういったところで例えば無添加のパンをつくって売り上げる。それが非常に人

気になって、１人当たり 10 万円ほどの収入があって、目標は税金をきちんと納

めることだというふうに聞いておりまして、これまである作業所、非常に頭の

下がる思いで、そこで働いていられる方たちも非常に安い、志第一というふう

な形で働いておられるわけですけれども、もう１つ、市としても、その方面だ

けではなくて新しい考え方による、先ほど申しましたような知的障害者のヘル

パー資格取得といったような観点から考えていただきたいと考えています。よ

ろしくお願いします。 

 そして、厚木らしさの広報活動についてですけれども、寄附講座につきまし

ては、多額の費用がかかり、非常に難しいというようなご答弁でした。私はそ

んなにかからないのではないかなと思ったりはするわけですけれども、市内に

ある大学のどれぐらいを調べて、どのような回答が―恐らくそういう回答があ

ったからこのようなお答えがあったんだと思いますけれども、その詳細につい

て教えていただければと思います。 

 

◯渡辺兼行 21 総合政策担当部長 寄附講座の関係につきましては、このものの

形で市内の大学に問い合わせをしたということではございません。現在、寄附

講座が既に実施をされております武蔵野市の例、あるいは個人企業によります

寄附講座の実態の例を調べた上で、多額の費用がかかるというふうなことの答

弁をさせていただいてございます。具体的には、例えば武蔵野市の例でござい

ますと、1000 万円をかけて５大学に寄附講座をお願いしている。また、ある企



業では１億円を出して各大学に講座をお願いしているというふうな実態の中で

ご答弁をさせていただきました。 

 

◯３番 佐藤知一議員 今、厚木市内の大学にかかわらず、それぞれ特徴を出

そうとして必死になっているわけですね。例えば、厚木市の魅力が増すという

ことは、厚木市内にある大学にとっても非常に好ましいことであるというふう

に考えています。検討していなかったり調べていないということでありました

けれども、特に今回、神奈川工科大、創立 40 周年でしたっけ、そういった契機

もありますので、せっかく厚木市内に多くの大学があり、多くの学生たちが集

っているのですから、そうしたことも含めて、ただ単に厚木市には通ってくる

というだけではなくて、厚木市内の魅力を十分に彼らに対してアピールをして、

将来的には大学を卒業した後でも厚木市内に住んでいただくといったような取

り組みをしていただきたいと考えています。 

 最後に、行政評価システムについてですけれども、ご答弁の中では、運用方

法などについて関係課長による会議と中堅職員によるプロジェクトチームを並

行して開催し、来年度の試行が計画的に実施できるように検討を進めていると

ころだというふうにありましたけれども、もう少し詳しくご説明願えればと思

います。 

 

◯渡辺兼行21総合政策担当部長 市内の大学の関係で魅力を高めるということ

でございますけれども、これは神奈川工科大学等につきましてもＩＴの関係で

ご協力いただき、厚木の最先端の取り組みを一緒に支えていただいている。そ

のほか郷土芸能の保存公演等も、厚木にございます神楽の問題でございますと

か、そういうものを大学にお伺いをして、大学生を対象に、厚木をより多く知



っていただくための取り組み、これにつきましても 37 ぐらいの形態で既に実施

をし、かなりの形での交流も進めさせていただいているという実績がございま

す。そういうふうなところにつきまして、ぜひご理解いただきたいと存じます。 

 

◯佐々木 弘総務部長 行政評価検討委員会は課長職で構成されておりまして、

現在まで８回にわたり検討してまいりました。その結果、11 月末に行政評価導

入方針の中間報告を取りまとめることができました。これにつきまして、最終

的には２月ぐらいをめどに報告書がまとまってくるものと思っております。 

 なお、あわせまして一般職職員に対する研修も実施しておりまして、11 月に

は課長職を対象に実施しております。それから、今後でございますけれども、

12 月には主幹職、１月には主査職、このような形で４月に向けまして、職員が

この行政評価システムというものの制度をよく理解していただけるよう周知徹

底を図っていきたい、このような状況でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 行政評価システムについては何となくわかりましたけ

れども、非常に心配しているのは、やはり時間がないということです。来年４

月から試行、１年間試しに行うというようなことでありますけれども、大丈夫

ですね。 

 少々時間が余りましたけれども、以上をもちまして一般質問を終了します。

ありがとうございました。 

 

 


