
2004.03.01 : 平成 16 年２月定例会（第３日） 

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 子どもを健やかに育む環境の提供について 

 （ア）複雑化する家庭内虐待、ＤＶなどへ対応する体制は十分に整っている

か。 

 （イ）未成年者に蔓延するドラッグに対しての市としての見解と対策はどの

ようなものか。 

 （ウ）ファミリーサポートセンターの活動の中で、改善した点といまだ残る

問題点などはあるか。 

 （エ）市内保育園間の転入、転出は可能とすることはできないか。 

 イ 電子入札制度導入について 

 （ア）電子入札化と並行した一般競争入札の原則化はどうか。 

 ウ クライシス・マネジメントについて 

 （ア）ＢＳＥ、鳥インフルエンザなどに起因する問題が市内で起きた場合の

体制は十分に整っているか。

 

 

※ 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。 



2004.03.01 : 平成 16 年２月定例会（第３日）      

 

午後３時 58 分  開議 

 

◯高橋徹也議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）会派民主党を代表いたしまして登壇させてい

ただきます。 

 まず、質問に入ります前に、昨年の 12 月議会一般質問にて私が取り上げさせ

ていただきました性同一性障害に配慮し、公文書などの記載事項の見直しはで

きないかという質問につきまして、その意図を十分におくみ取りいただきまし

て、見直し対象、申請など 953 種類のうち 182 種類において、各種申請書など

の記載事項の見直しを決断していただきました。非常に迅速な対応に感謝の意

を素直にお伝えいたします。 

 また、早速この事実をご協力いただきました方々を中心に公表いたしました

ところ、山口市長を初め理事者、関係職員並びに議員の方々に感謝の意をお伝

えくださいというメッセージが市内はもちろん県内、県外からも私のところに

届きました。こちらもあわせてお伝えいたします。 

 こうした自治体による迅速な１つ１つの取り組みがイノべーティブな政策の

波及につながり、ひいては住みよい日本の形成につながるものであると確信い

たしております。 

 それでは、通告に従いまして、本日最後の一般質問をさせていただきます。

皆さんも大変お疲れだと存じますけれども、しばらくご協力をお願いいたしま

す。 



 さて、先月、大阪府岸和田市に住む中学３年の男の子が１年半にわたって食

事を与えられず虐待を受け、衰弱し切っているところを警察に保護されました。

体重 24 キロ、身長 155 センチで、餓死寸前という極めて深刻な状態でした。い

まだ昏睡状態に近い状況であり、脳にも重い障害が残る、目をそむけたくなる

ような事件でございます。地域社会の連帯の弱さに事件を防げなかった責任を

帰することは非常にたやすいですけれども、関係各所が適切に対応していたら

防げていた事件でもあると言われています。 

     （関戸順一議員復席） 

 そこで、近年、複雑化する家庭内虐待、ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）などへ対応する体制は十分に整っているか否かについてご説明をいただき

たいと思います。 

 次に、未成年者に蔓延する乱用薬物及び脱法ドラッグに対して、市としての

見解と対策はどのようなものか、お尋ねいたします。 

 乱用薬物を意味する日本語の「ドラッグ」に業者とマニアが宣伝と自己弁護

のために「合法」という形容詞をつけた「合法ドラッグ」という呼称は、一般

市民や使用者に対し、これらの薬物が法に合致し、安全性が保証されていると

いう印象を与え、薬物乱用へ誘導していくということで、近年、行政機関では、

合法ドラッグという用語にかえて脱法ドラッグと呼んでいます。この脱法ドラ

ッグは、危険な医薬品や非合法の薬物が含まれることも多くございます。また、

その製造、流通過程には違法行為をも含み、使用実態は乱用であるということ

も少なくありません。 

 青少年に与えている、こうした脱法ドラッグを含む乱用薬物の蔓延の実態に

対するご見解をお聞かせください。 

 次に、ファミリーサポートセンターのシステムは、本市も推進する協働の理



念にのっとった、すばらしい試みだと考えますが、活動の中で改善した点と、

いまだに残る問題点などございましたらお聞かせください。 

 また、このサービスの対象としている市民の方々から、市内保育園間の転入、

転出に対しての質問や相談もたびたびお受けいたします。これにつきましても

あわせてお聞かせください。 

 次に、本市が電子入札を導入するに当たりまして、県内においては横須賀市

でいち早く導入され、先日も横浜市での導入が決定した一般競争入札の原則化

を本市でも採用するべきではないかと考えますが、いかがでありましょうか。 

 現行法では、指名競争入札と一般競争入札の制度において、一般競争入札が

原則で、指名競争入札はあくまでも例外であるということになっております。

この原則に立ち返るためにも、検討を前向きに考えるべきだと私は考えます。 

 また最後に、近年多発するＢＳＥ、鳥インフルエンザなど感染症に起因する

問題が本市内で起きた場合の体制についてもご説明いただきたく感じます。 

 以上、質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 子どもを健やかに育む環境の提供について 

 （ア）複雑化する家庭内虐待、ＤＶなどへ対応する体制は十分に整っている

か。 

 （イ）未成年者に蔓延するドラッグに対しての市としての見解と対策はどの

ようなものか。 

 （ウ）ファミリーサポートセンターの活動の中で、改善した点といまだ残る

問題点などはあるか。 

 （エ）市内保育園間の転入、転出は可能とすることはできないか。 

 イ 電子入札制度導入について 



 （ア）電子入札化と並行した一般競争入札の原則化はどうか。 

 ウ クライシス・マネジメントについて 

 （ア）ＢＳＥ、鳥インフルエンザなどに起因する問題が市内で起きた場合の

体制は十分に整っているか。 

 以上についての明快なご答弁をお願いいたします。 

 

◯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、子供を健やかにはぐくむ環

境の提供について、複雑化する家庭内虐待、ＤＶなどへ対応する体制は十分に

整っているかとのお尋ねでございますが、近年、児童の虐待が大きな社会問題

になっており、その内容もますます深刻化する中で、平成 12 年 11 月には児童

虐待防止法が施行され、地方自治体の責務として児童虐待防止の体制整備に努

めることとなっております。 

 市といたしましては、平成 13 年４月に厚木市子どもの虐待防止ネットワーク

ファミリーを設置し、市内で発生する個々の虐待ケースについて、各関係機関

との連携の強化や情報交換並びに啓発を行っており、迅速かつ的確に関係機関

に通報できる体制が整っております。 

 また、ＤＶにつきましても、平成 13 年 10 月にＤＶ防止法が施行され、配偶

者からの暴力の防止及び被害者を保護することが地方自治体の責務となってお

ります。市といたしましては、女性相談員を配置し、被害者の立場に立った相

談に応じ、緊急を要するケースにつきましては、配偶者暴力相談支援センター

に連絡するなど、一時保護施設への入所等適切な処置を行っております。 

 今後におきましては、新たにＤＶ対策防止ネットワーク会議の開設や児童虐



待防止ネットワーク体制の強化、充実を図ってまいります。 

 次に、ファミリーサポートセンターの活動の中で、改善した点といまだ残る

問題点などはあるかとのお尋ねでございますが、改善いたしました点につきま

しては、援助活動に当たっての説明や相談業務につきましては、依頼会員や提

供会員に合わせた時間に随時実施し、利用者の利便性を図るとともに、会員証

の交付も入所申し込みと同時に交付できる体制にするなど、常に改善に努めて

まいりました。 

 今後の課題といたしましては、依頼会員が援助を必要とする地域は中心市街

地に集中する傾向にあることから、依頼会員と提供会員の需給のバランスがと

れた体制づくりが必要であると考えております。 

 次に、市内保育園間の転入、転出は可能とすることはできないかとのお尋ね

でございますが、市内保育園の転園を希望される場合におきましては、転園先

の入所状況や待機児童の状況等をよく精査し、可能な限り転園を決定している

ところでございます。 

 次に、電子入札制度導入について、電子入札化と並行した一般競争入札の原

則化はどうかとのお尋ねでございますが、電子入札の導入につきましては、公

共工事等に関する入札手続の効率化や、透明性、公平性を確保するため、平成

14 年度から神奈川県及び県内の自治体と電子入札システムの共同利用の開発及

び運営について検討いたしておりまして、平成 17 年度に一部を試行し、18 年度

から本格的な稼動に向け準備をしているところでございます。 

 この電子入札の導入に当たりましては、指名競争入札にあわせまして、より

透明性、競争性が期待されます条件つき一般競争入札などの入札方式等につい

ても、現在、厚木市入札・契約制度検討委員会におきまして、幅広い角度から

調査研究を進めているところでございます。 



 次に、クライシスマネジメントについて、ＢＳＥ、鳥インフルエンザなどに

起因する問題が市内で起きた場合の体制は十分に整っているかとのお尋ねでご

ざいますが、先ほどのご質問にもお答えをさせていただきましたが、ＢＳＥ、

高病原性鳥インフルエンザウイルスにつきましては、国のマニュアルにより発

生時には迅速な対応が行われております。市といたしましても、平成 15 年１月

に策定した厚木市牛海綿状脳症対策本部設置要綱に基づき、発生時には迅速な

対応を図るとともに、関係機関等による連絡会議を開催するなど、万全の体制

で対応してまいります。 

 また、高病原性鳥インフルエンザウイルス及びコイヘルペスウイルスにつき

ましても、本市で発生した場合、ＢＳＥに準じた対応をしてまいります。 

 なお、発生等の際、迅速な対応を図るため、県との通報体制や緊急時の連絡

体制も整っております。 

 未成年者に蔓延するドラッグについては、教育長からご答弁させていただき

ます。 

 以上です。 

 

◯高橋徹也議長 教育長。 

 

◯長谷川美雪教育長 （登壇）子供を健やかにはぐくむ環境の提供について、

未成年者に蔓延するドラッグに対しての市としての見解と対策はどのようなも

のかとのお尋ねでございますが、県下で未成年者に蔓延する薬物乱用は一層広

域化、低年齢化の傾向を示しており、未成年者の乱用問題は憂慮すべき事態で

あると受けとめております。 

 本市では、平成 15 年、薬物乱用による未成年者の検挙、補導件数はございま



せん。しかし、憂慮すべき事態を踏まえ、本市としましては、学校を初め関係

機関及び青少年健全育成関係団体と連携協力して、薬物乱用防止教育、薬物乱

用防止啓発活動の推進に積極的に取り組んでいるところです。 

 以上です。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ご答弁ありがとうございます。再質問いたします。 

 順番を若干変えて質問させていただきます。一番最後のクライシスマネジメ

ント、これは日本語にしますと危機管理というふうになりまして、職員の方か

らも、横文字が多いということで、このように言いかえ表などもいただきまし

たが、今回、あえてこのようにクライシスマネジメントといたしましたのは、

これまでとは状況が違うんですよというような私なりの意思表示でさせていた

だきました。午前中にも先輩議員が非常に深くこうした問題に対して触れられ

ましたので、そうでない部分について質問させていただきます。 

 まず一番最初に、鳥インフルエンザウイルスなどに起因した場合に、ＢＳＥ

対策本部設置要綱というものがあって、これをもって応用して当てるというこ

とでしたけれども、私自身、調査がまだ不十分なものですから、これを手にし

ていませんが、これに対して正確な情報の収集、報告とありましたけれども、

これに対してはこれまでの取り組みで十分であるのでしょうか、お答えくださ

い。 

 

◯石井俊次経済部長 ＢＳＥ関係での厚木市の牛海綿状脳症対策本部設置要綱

についてのご質問でございますが、ご承知のように、伊勢原市におきましてＢ

ＳＥが発生したときの教訓を生かしてつくった設置要綱でございまして、今日

まで平塚市で発生する間、国内では 10 頭のＢＳＥの発生実例がございますけれ



ども、その間におきまして、市内におけるＢＳＥ関係、特に畜産農家等との連

携はこの要綱等、または県との連絡体制、通報体制等でしっかりと今日まで来

ておりますので、この要綱を鳥インフルエンザ並びにコイヘルペス等でも十分

活用できるというふうに理解しております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 午前中の質問の中で、さまざまな業者に対して関連が

あったわけですけれども、なぜか養豚業者について触れられていなかったんで

すけれども、たしか鳥インフルエンザウイルスは豚を通して人間に感染するお

それがあるという意味では非常に警戒しなければならないというふうに考えて

いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

◯石井俊次経済部長 養豚の関係につきましては、今現在、市内におきまして

は……。 

 

◯３番 佐藤知一議員 件数は結構ですよ。 

 

◯石井俊次経済部長 確かに日本の国内におきましては、鳥から人へという汚

染の確認はされておりません。議員ご指摘の部分につきましては、ベトナム等

においてはそういう事例がございますけれども、日本国内におきましてはござ

いませんので、先ほどのご質問の中でも豚の関係については触れていないとい

うのが実情でございます。 

 それから、市内の養豚農家につきましては７戸でございまして、現時点では

9363 頭が飼育されている、こういう状況でございます。 

 



◯３番 佐藤知一議員 こうした一連の感染症というのは、例えば広がり方が

乾いたわらに火をつけるようにというふうに比喩されるほど問題が起きてから

非常に早いんですよね。それで、今アメリカの方で非常に蔓延しています西ナ

イル熱、ウエストナイルウイルスについて担当者の方々の認識はいかがでしょ

うか。 

 

◯石井俊次経済部長 ウエストナイル熱につきましては、蚊による媒体という

ことで、症状といたしましては日本脳炎の症状というようなことで、非常に猛

威のある病気というふうに認識しております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ご存じのとおりというか、そのとおりなんですけれど

も、今日本を襲っている鳥インフルエンザでございますけれども、これは実は

日本でＳＡＲＳが非常に話題になっていたころに、オランダで日本以上に大き

な問題になっていたんですね。１年間をかけてから日本でこういう問題になっ

てしまった。今、アメリカとカナダの患者数、１月 21 日現在で１万 435 人とい

うことで、１万人を超えたという状況で、いつ何どき日本でウエストナイルウ

イルスが起きるかどうかわからないという状況なんですね。当初アメリカの方

でも、ウエストナイルウイルスが入ったときに、周辺の病院に周知徹底されな

かったものですから誤診が続いて、実際に起きてから２週間から１カ月かかっ

てウエストナイルウイルスだというふうにわかって対処がされた。その間、非

常に多くの犠牲者が出たということですけれども、もし今、厚木市内でウエス

トナイルウイルスが発生してしまったときに、市内の病院はこれに対し十分対

応できるのか否か、お答えください。 

 



◯矢口富雄病院事業局長 ウエストナイル熱ですけれども、起因するものは蚊

で、脳を患うような病気だということでございますが、病院といたしましては、

一応第４類に位置づけはされておる伝染病ということでございまして、第４類

というのは、必ずその中に動物とか蚊とか、そういうものが媒介として入って

くる伝染病の指定でございまして、厚木市内にそういった病気がはびこるとい

うか、流行してきたというようなものについて、その症状とかは医師の皆さん

はわかると思いますので、１件でも出れば必ず、届け出伝染病になっています

から、そこで届け出をしなきゃいけないことになっておりますので、その時点

で対応策は県を交え、また国策としていろんなところへの伝達がされるのかな

と思います。また、今まで１回も起きていない病気なので日本のどこかで起き

たとすれば、それが逆に厚生労働省等を通じてそれについての方策が示される

のかなと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 できるという前提に立ってのお答えだったんですけれ

ども、私、非常に疑問に思っておりまして、重ねて質問しますけれども、こう

したことは、今現在において市内のそういった病院などにあえて重ねて周知徹

底はされているんですか、それとも法律上は第４類に分類されているので、わ

かっていて当たり前という前提でお話しなのでしょうか。もう１度質問させて

いただきます。 

 

◯高橋徹也議長 佐藤議員、今回の通告からは外れておりますので、要旨に沿

って質問をお願いします。 

 



◯３番 佐藤知一議員 通告というか、私の中では感染症というふうな形だっ

たんですけれども、わかりました。それでは質問を変えさせていただきます。

そのかわり、十分にこれに対して検討していただければというふうに考えます。 

 それでは、一番最初の複雑化する家庭内虐待、ＤＶなどへ対応する体制は十

分に整っているかということに対して、児童相談所と市の担当課との役割分担

のあり方について、今現在、十分にそれが対応できているのかということに対

してお答えください。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 児童の虐待防止対策につきましては、ご承知のよ

うに、厚木市といたしましては、児童虐待防止ネットワークファミリーを既に

設定をしてございまして、その中で今議員がご指摘の児童相談所と市あるいは

関係機関との関係につきましては、十分な連絡体制がとれるような形での体制

づくりをしているところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 市の担当課の方は非常によくやられているというか、

頭の下がる思いであるわけですけれども、先日もそういう虐待もしくはそれの

疑いのあるような要件であったわけですけれども、今、市の方も広報の中で、

今は見せませんけれども、「子どもたちの笑顔を消さないで」ということで、

見開きで児童虐待防止ネットワークファミリーということで特集が組まれるほ

ど、市の方は虐待に対して行動というか、アクションを起こしているというこ

とですけれども、私自身、児童相談所が県ということで、児童相談所よりも厚

木市の職員の方々の方がフットワークも軽くて、十分に対応できる能力がある

のではないかというふうに考えているんですけれども、時として、この間の場

合もそうだったわけですけれども、児童相談所に行っても市の方に十分それが



伝わらずに、ひょっとしたら見過ごされてしまったのではないかというふうな

事例に陥るような危険性を感じたんですね。私は、市としてはもっと、児童相

談所もそうですけれども、ここの見開きのページを見ると、児童相談所ありき

みたいになってしまっていますけれども、独自にこうした虐待のホットライン

みたいなのをつくって対応するべきだというふうに考えますが、いかがでしょ

うか。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 児童虐待防止法につきましては、ご承知のとおり、

現在、いろいろな論議の中で、平成 17 年の４月１日に改正がされる予定という

ことでございまして、その中では、市町村が主体的な形の中で相談であります

とか、そういうもろもろの関係につきまして対応するというような、そういう

改正部分もございます。したがいまして、当然にそういう形でされるというこ

とになってまいりますが、現状におきましても、議員がおっしゃいましたよう

に、児童相談所であるとか市町村であるとかということでなく、いち早くそう

いう情報をキャッチしたところがフットワークよく動くということで、そうい

う意味では、市といたしましてはそういう考え方のもとに、情報が入りますれ

ば、いろいろな面での尽力をしたいというふうに考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それとネットワークファミリーに関してですけれども、

民生委員さん、今は 270 人ほどいらっしゃるということで、非常に網羅してい

るんですけれども、時として虐待を行う家庭は、このような例えば自治組織で

あるとか民生委員さんから遠いところで生活をされているというふうなことも

少なからずあるわけで、自治組織、自治体、もしくはこのような民生委員の組

織のほかで、１本の電話が命を救うという可能性が非常に高いですので、重ね



てお願いいたします。 

 続いて、ＤＶについてですけれども、昨年１年間のドメスティック・バイオ

レンスの対応状況なんですけれども、配偶者暴力防止法に基づいた保護命令が

27％増と。これは国の方の調査ですけれども、厚木市内においてはどのような

状況でありましょうか。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 ＤＶの関係につきましては、現在、ことしの２月

24 日までの状況を見ますと、児童福祉課の方で相談を受けましたのが 19 件ござ

います。それから、パートナーセンターの方で受けましたのが 50 件ほどござい

まして、厚木市で受けました相談等につきましては、合わせまして 69 件ほど件

数がございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。ＤＶについても、もしくは家庭内虐待

につきましても、より一層の連携といったものを望みます。家庭内虐待、ＤＶ

もあわせてですけれども、先ほどの厚生労働省の調査では、虐待死の７割が連

携を強化することによって本来救えたものであるというふうな調査も出ており

ますので、あわせてお願いいたします。 

 次に、未成年者に蔓延するドラッグに対しての市としての見解と対策はとい

う質問ですけれども、先ほど平成 15 年度はドラッグに関して補導件数がないと

いうような状況でしたけれども、これはひょっとすると、裏返すと十分な連携

協力が行われていないのではないかというふうな見方もできると思うんですけ

れども、それに対してはどのような状況にあるのでしょうか、お答えください。 

 



◯柳田俊雄教育総務部長 現在、教育委員会といたしましては、青少年教育相

談センターが対応させていただいておりまして、先ほどお答え申し上げました

とおり、平成 15 年度の補導件数はゼロということでございます。ただ、県内で

は 151 件あるというふうに聞いておりますが、年々減っておりまして、前年度

から 44 人の減少というふうに聞いてございます。ただ、だからといって手をこ

まねいているということではなくて、青少年相談センターと警察の方、そうい

った関係機関と十分連携をとりながら、薬物乱用防止については取り組んでい

るというふうに思ってございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 薬物乱用は減っているというか、検挙が減っていると

いうことですけれども、私たちの実感とはほど遠いというような感じがします。

実は１月の後半、あるテレビ局の、朝までのテレビがありまして、それを観覧

に行ったとき、金曜日の夜で、次の日の朝、土曜日の朝一番の電車に乗ったと

きに、六本木ヒルズにありますので六本木から乗ったときに、非常にびっくり

したんですね。明らかに未成年とわかるような子供たちがホームでずうっと始

発を待っているんですよ。つまり、金曜日の夜、六本木を出歩いて、一晩を明

かして戻るために早朝の電車を待っているという非常に異様な状況でした。ち

ょっと聞いてみると、相当遠くから来ているんですね。こうした状況に対して、

市として、例えば厚木市内の子供たちが六本木とか、その辺に行って、朝帰っ

てくるような状況について何か情報があれば教えていただきたいと考えていま

す。把握しているのかどうか。 

 

◯柳田俊雄教育総務部長 厚木の子供たちが六本木とか、そういった近県のと

ころへ遊びに行って帰ってくるというような状況は把握してございません。 



 

◯３番 佐藤知一議員 ドラッグといいますか、例えば、夜、厚木の繁華街を

見ていても奇声を発するですとか、非常に心配しているのが、蔓延している事

実があるにもかかわらず、市がこれを把握していないということがあるとする

ならば、これは非常に問題であるというふうに考えております。中学校などに

対して、こうした検挙の情報がないというふうなことでありますけれども、厚

木の市内の状況などを見ると、ひそかに──根拠はないですよ。根拠はないで

すけれども、そのような状況にあるのではないかというふうに心配しておりま

す。より一層の情報を集めて、これに対して対応していただきたいと考えてお

ります。 

 続いて、ファミリーサポートセンターの活動の中で、改善した点といまだ残

る問題点などはあるかということですけれども、依頼会員と提供会員について

のことを言っていただきましたが、その関係性について、契約等も含め、いま

１度細かく教えていただければと思います。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 ファミリーサポートセンターの依頼会員と提供会

員の関係につきましては、まず当然に依頼する方は金銭をもって依頼する。そ

れから提供を受ける方につきましては、その金銭を受領するということでの取

り決めがございますので、これにつきましては、市の職員と、それから依頼会

員、提供会員、３人が一緒になって立ち会いまして、それらの説明をし、了解

いただきます。そして、実際に依頼をするときにつきましては、依頼会員と提

供会員の間でその都度個々に依頼を受けていただくという形でございます。な

お、金銭の授受等につきましても依頼会員と提供会員の間で行われるというよ

うなシステムになってございます。 



 

◯３番 佐藤知一議員 このファミリーサポートセンター、協働といいますか、

市が十分対応できない部分を市民の力で補っていくという意味では非常に理想

的なシステムだと思うんですけれども、ただ、何件か、この依頼会員と提供会

員の信頼関係がある中で、提供会員に依頼会員が甘えてしまう。つまり、時給

幾ら幾らというふうな取り決めがあっても、どうしても出せない状況を提供会

員が目にし、もしくは依頼会員が出せないけれども、お願いするというような

状況にあった中で、提供会員がほぼ無報酬でこれを受け入れるというような状

況を幾つか目にすることがあるわけですけれども、こうした状況を市は把握し

ているのでしょうか。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 現在までのところ、そういう状況につきましてお

聞きしましたのは初めてでございまして、今まではそういう状況につきまして

特に把握してございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 一番最初に３者あわせてこうした話し合いをして、そ

の後の監視といいますか、その後の契約の続行に対して市はどのように関与を

しているのでしょうか。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 その後の契約の続行というご質問でございますが、

依頼会員、提供会員との間で合意を得ました場合には、特に１年間であるとか

ということではございませんので、どちらかが都合が悪くなったり、あるいは

依頼をする必要がなくなったという場合には、その都度契約は解約されるとい

う状況になります。 



 

◯３番 佐藤知一議員 ちょっと誤解のないように言いたいんですけれども、

これは提供されている会員さんが問題があると私の方に言ってきたのではなく

て、ただ、こうした事例があって、私はいいけれどもという前提に立ってのこ

とです。私は、例えば協働の理念に立つならば、市民の方がボランティアで、

こうしたものをお金はなくていいですよといったような状況で受け入れること

は決して悪いことであるとは言いませんし、非常に厳しい財政状況をかんがみ

れば、市民にも積極的にかかわっていただかなければならない状況もこれから

出てくるというふうに思うんですね。 

 しかしながら、やはり問題なのは、市がこれを知らないで──知っていて頼

むのと知らないで任せてしまうのとでは非常に厳しい状況があって、例えば、

１年間でも２年間でも契約はないと言いましたけれども、人情として、何度か

お世話していくうちに、その子供たちに対して非常に愛着がわいていくわけで

すよ。人によっては、このおばちゃんをおばあちゃんのかわりとしなさいねみ

たいな形で子供が帰るのを嫌がる。おばあちゃん、おじいちゃんのかわりとい

ったような状況にもなっているところがある。これは非常にほほ笑ましいこと

ではあるけれども、しかしながら、こうしたものを市が全く把握しないとなる

と、何か事件が起こったときに、もしくは何かトラブルがあったときに、後手

後手に回ってしまうということで好ましくないと思います。こういったことに

対して、例えばこれから何らかの形で手を打っていくというような考えはござ

いますでしょうか。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 ファミリーサポートセンターの運営に当たりまし

て、提供会員等につきましての研修会も実施してございまして、ただいまのご



意見の部分がそういう研修会あるいは打ち合わせ会の中で出てこないというこ

とについては、我々としても非常に残念でありましたが、いずれにしましても、

そういうようなご意見もございますので、そういう研修会あるいは全体会議等

の中で、そういう問題につきまして、またより徹底をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 基本的に提供会員というのは、お金は受け取るけれど

も、お金ではなくて気持ちだよというような状況だと思いますので、例えば研

修会の中でも、本当はこういうお金だけれども、私は１日 300 円でやっている

のよとか、そういうことはなかなか言いづらいとは思います。ただし、重ねて

言うんですけれども、市の方がこれを主体的にというか、積極的に運営を行っ

ておりますので、非常に大きな責任があると思うんですね。これに対して行う

というふうなことであるわけですけれども、今後の取り組みについて、これを

続けていくか、もしくは見直しの機会を──始まって例えば２年後とか３年後

にもう１度見直すとか、これからどれぐらい先にもう１回検討するとかという

ような、そういった期限みたいなものは示していただけますでしょうか。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 見直しと申しますか、基本的な契約関係につきま

しては、先ほど申し上げたような形での契約でとり行っていただいているとい

うようなことでございますので、その契約以外の形の中でなされるという部分

ということでのいろいろな問題点があるとすれば、より契約に基づいた形の中

で執行していただくということを徹底していただくということになろうかと思

いますが、いずれにしましても、そういう問題点が出たことにつきましての解

決をどういうふうにしたらいいかということでのことにつきましては、会議あ



るいは研修会等の中でこれからは十分やっていくということで考えてございま

す。 

 

◯３番 佐藤知一議員 徹底していただくということですけれども、１度シス

テムが動き出してしまうと、なかなか根本的──根本的に解決しろとは言って

いませんけれども、なかなか解決しづらい問題は、これまで私が扱ってきた行

政評価などとも同じかなというふうに思います。そういう状況、声が出てきて

いますけれども、あくまでもこれは善意の第三者というか、別に無料でも引き

受けていいんですよという方から声があったので、その趣旨を受け取って、あ

くまでも契約だから、この値段でやらなければいけないという状況をもし行政

がつくってしまったら、本当に困っている依頼会員の方が困ってしまう状況を

つくり出してしまうこともあり得ると思うんですね。私の質問は、これをつく

り出すことを意図しておりませんので、その辺の状況をかんがみて、ぜひ、せ

っかくいいシステムですから途中でなくなることのないように、例えば、これ

からはＮＰＯの活用であるとか、さまざまなものもあるかもしれませんけれど

も、より大きく、安心できるシステムに育てていっていただきたいというふう

に考えております。 

 質問を続けます。市内保育園間の転入、転出は可能とすることはできないか

ということに対してご答弁いただきました。私自身も非常に難しいと思うんで

すね。午前中の待機児童の問題もあると思うんですけれども、つくり過ぎてし

まっても税のむだ遣いであるとか、もしくは民間保育施設に対しての将来の責

任に対して、例えば急激に子供が少なくなってしまったときに、どう責任をと

るのかといったようなジレンマを抱えているものと考えます。 

 しかしながら、現在あるシステムを 100％、120％有効に活用していきましょ



うというシステムがやっぱり理想的なんですよね。いろいろ相談を受けたり、

現場の方と話していても、転入、転出、まだまだ十分ではないと思いますけれ

ども、今あるシステムの中で、例えば転入、転出をできる限り現状に照らして

対応していくということなのか、それとももう１度システムを見直して、こう

したものがより活用できるように対応していくという意味なのか、お考えをお

聞かせください。 

 

◯宇賀田 治健康福祉部長 転出、転入につきましては、１度ある保育所に入

所した以降、いろいろな状況でほかのところに転出したいというような、そう

いう状況下になろうかと思いますので、これにつきましては、現行のシステム

の中で、転入先の受け入れの可能性があった場合に転入、転出をするというこ

とで考えてございますので、これを変えた形のシステムということでは現在は

考えてございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。じゃ、現状のシステムの中で、例えば

この転入、転出に関しては、非常に誤解を持って多く市民に理解されていると

思うんですね。１度入ってしまったら転入、転出はできないよというようなこ

とを複数の方々から見聞きしました。それを現場の方に聞くと、そんなことは

ないということを言うんですね。ですから、市としても余りこれを皆さんに報

告をしても、一遍にそういう方々が出てきてしまうと対応に追われてしまうと

いう状況もあるかもしれませんが、希望者が複数出てくると、それに合致する

数も多くなって、結果的に問題の解決につながるということもあるかもしれま

せん。これから研究していっていただければというふうに考えます。 

 最後に、電子入札制度に対してですけれども、神奈川県の人口はおよそ 860



万人ということで、これまで行われてきた横須賀市と決定した横浜市の人口を

合わせるとおよそ 400 万人ということで、県のおよそ半分が電子入札化と並行

した一般競争入札の原則化を取り入れている市に住んでいるということになり

ます。先ほども調査研究を続けていくというふうなご答弁をいただきまして、

心強く思っているわけですけれども、例えば横浜市などは、それを導入に際し

ての調査研究する委員会を立ち上げて、その答申をもとに決定を行ったわけで

すけれども、今、厚木市において、今後行っていくということで、ひょっとし

たらできていないと思いますけれども、もしそのような諮問機関もしくはそう

いう委員会などがありましたら教えてください。 

 

◯佐々木 弘総務部長 先ほど市長の答弁の中にありますように、庁内に厚木

市入札・契約制度検討委員会、これは助役をトップにしまして関係部長で構成

いたしておりまして、ただいま電子入札を含めまして 18 項目の検討をさせてい

ただいているところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 電子入札を含めまして 18 項目ということで、一般競争

入札の原則化というのは、そのうちの１つの柱として立っているのでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 いわゆる電子入札に伴って、入札方式の改善というこ

とでございます。厚木市では、既に条件つき一般競争入札は過去に３件ほど行

った事例がございます。これは高度な専門的な工事というようなことで行って

おりますが、いずれにしましても、制度を変えるということが基本でございま

すので、それにつきましては、いろいろな状況を見ながら検討してまいります

が、基本的には、指名競争入札をやめるということではなくて、段階的に条件



つきの一般競争入札を導入していくような方向で検討していきたい、こういう

ふうに思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 一般競争入札が一番すぐれているかと言えば、そのや

り方次第だと思いますので、今後の検討をよろしくお願いいたします。 

 残り時間３分少々ですので、せっかくの機会ですので、ちょっとだけつけ加

えて言わせていただきたいと考えています。別にこれは質問ではないんですけ

れども、ドラッグに対してということなんですけれども、やはり私は、根底に

は未成年者の飲酒やたばこ、こういったものがあると思います。私も朝、駅頭

に立っていますと、制服を着た子供たちがたばこを吸って、もしくは堂々と自

動販売機でたばこを買っている姿をよく見ます。私の目につけばできるだけ注

意をするようにはしていますけれども、制服でなければやはり注意しづらいと

いう状況もあるわけですね。このような飲酒や喫煙といったものがドラッグと

いいますか、違法薬物に対する最初のハードルといいますか、入り口となって

しまうことが多々あります。ぜひとも考えていただきたいことと、あと先ほど

の六本木ヒルズで待っているときに、ある子供たちと話していたときに、１つ

おもしろいことを聞いたんですね。こういう棒つきのあめがあるんですよ。こ

れをみんながくわえているんですね。何でみんな棒つきのあめをくわえている

のと言ったら、実は違法薬物をとってトリップ──トリップというのはいっち

ゃう、麻薬であれしてしまうことですけれども、そのときに歯を食いしばるの

で歯が欠けてしまうというんですね。薬物を見せてもらったんですけれども、

それは合法ドラッグといいますか、脱法ドラッグなんですけれども、それを使

っているときにあめをなめて、棒を口の中に差しておかないと歯を食いしばっ

て欠けてしまうので、その予防のためになめているんだよというようなことを



聞きました。別にあめをなめているから必ずしもドラッグではないですけれど

も、例えばこうしたことを現場の方々が情報を共有することによって、健やか

なといいますか、そうした取り返しのつかない状況になる一歩手前で救えるよ

うな状況にもなるのではないかというふうに考えています。 

 そろそろ残り時間が少なくなってまいりましたが、ウエストナイルウイルス

についても、今回質問で最初に私が出さなかったのが悪いということでありま

すけれども、しかしながら、アメリカでの患者数は１万人を超えていて、あす

は我が身。これに対しても、蚊だけではなく、渡り鳥を媒介としてその地域に

蔓延していくという状況でありますので、ぜひともこの対策、市内の病院など

に徹底していただきたいというふうに考えております。 

 本日最後の質問で非常にお疲れのところ、どうもありがとうございました。

それでは、この辺で民主党を代表しての質問を終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。 

 

◯高橋徹也議長 本日はこれで延会します。 

   ━━━━━━━━━━━━━━ 

     午後４時 47 分  延会 

 


