
2004.12.08 : 平成 16 年 12 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 七沢地区シャトルバスとロープウェイ計画について 

 （ア）地域再生計画にあるシャトルバスとロープウェイ計画は、どうなって

いるか。 

 イ 地域再生計画について 

 （ア）手段と目的は合致しているか。また、施策について整合性がとれてい

るか。 

 ウ 西山尾根道市道のつけかえと景観について 

 （ア）市道のつけかえは、等価であったか。 

 （イ）集落地から望む西山の景観について、どう考えるか。 

 エ 高齢者の住環境について 

 （ア）市内居住高齢者の住環境について市の考える課題は何か。 

 （イ）市として安心ハウス構想導入について考えているか。 

 

 

※ 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。 
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   ────────────── 

     午後４時 17 分  開議 

 

◯齋藤仁礼議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）民主党の佐藤知一です。 

 質問に先立ちまして、１点ございます。先日、当市職員２名が覚せい剤取締

法違反容疑にて逮捕されました。新聞やテレビを通じてこのニュースは全国を

駆けめぐりました。報道によると、市役所庁舎内において覚せい剤の授受も行

われていたとのことでした。容疑者２名は私と同じ 34 歳。社会的にも責任のあ

る仕事を任せられ始める年代でございます。加えて、法令を率先して遵守すべ

き公務員でもありました。今後は司法の判断にゆだねられますが、新聞紙上で

都高助役はこう言っています。市民から預かっている財産の市役所に司直の手

が入ることは市民への裏切り行為、大変ショックだ。私は、平成 16 年２月議会

において、青少年に蔓延するドラッグについての対策を取り上げましたが、危

機感を持って取り組んでいただきたいと考えます。 

 また、厚木市では、ことし７月、課税事務の不適正処理で資産税課長ら６名

を、８月には女性職員に対するセクハラ裁判の判決確定を受けて、当時の上司

ら３名を懲戒処分にしています。 

 加えて、ごみ収集車の日常的な過積載が報道されました。これは道路交通法

違反の疑いがあります。 

 たった半年の間にこれだけの事件が厚木市役所職員の手によって起こりまし

た。これまでも事件が起こるたび、職場環境の早急かつ大幅な改善が強く叫ば

れてきました。１度失った市民からの信頼を取り戻すには、それまでの何倍も



の努力が必要とされ、時間も要します。今回も重ねてこの努力を求めるもので

あります。 

 それでは、民主党を代表いたしまして、通告に従い質問をさせていただきま

す。 

 さて、一般的に山の登り方や目的は、大きく分けて次の３つのタイプに分け

られると言われています。１つは、ツアーを組んで観光の延長上にある山、こ

れは富士山に代表されるタイプの山です。２つ目は、古くからある道をたどる

コース、宗教上の起源がある場合が多く、熊野古道や丹沢表尾根など、多くの

代表的な登山コースがこれに当たると言われています。３つ目は、手つかずの

自然に触れる山、原生林、沢や岩をも含んで、近年脚光を浴びている白神山地

や屋久島など、必ずしもピークを踏まなくとも達成感が得られるのが特徴の山

です。 

 丹沢大山について考えると、以上の３つの要素をすべて持ち合わせています。

観光の延長線ということでは、大山講が表参道伊勢原と裏参道秦野から登り、

門前町や神社仏閣、ケーブルカーなどを気軽に利用できます。これに比べ、厚

木市は全く異なる要素を持ちます。古くからある修験の道がハイキングコース

に組み入れられて、大変変化に富む地形を持っています。加えて、札掛方面へ

は大山北尾根に代表される手つかずの自然があります。これらの３つの世界が

絶妙なバランスをとっていることにより、大山は非常に魅力ある山となってい

ます。 

 観光の文化と修験の文化は全く異なります。伊勢原市の門前町の人たちは、

観光客からいかに多く落とさせるかということに苦心を重ねてきました。それ

に対し、修験の道のスタートである愛川町の集落では、多くの勉学に秀でた人

材を産出してまいりました。双方とも山にお参りするための神職を兼業してい



るのに、正反対の性質を持っているとも言われるゆえんです。 

 振り返って我が厚木市はどうでしょう。大山街道の宿場町であり、相模川の

水運により栄えた商業都市です。厚木市は厚木町、玉川村、小鮎村、荻野村な

ど多くの村が集まってできた都市です。厚木町は川の人、七沢、飯山は里の人

と言っていいかもしれません。あえて山でなく里と言ったのは、里と山の間に

は明確な区切りがありました。鐘ヶ嶽から山の神に延びる尾根は里、つまり俗

世、そして山、つまり神の世界を区切る尾根でもあります。そこを抜けた神の

場所に不動尻がある。ここにロープウエーをかけることは、地域の特性に全く

合わないと言わざるを得ません。景観を壊すようなモータープールをつくり、

里そのものを生かし切れるとは到底思えません。いつの間にかつくることが目

的となってしまった昭和的な発想の公共事業を思わせます。 

 言うまでもなく、ハイウエーのまちあつぎのハイウエーは大山山頂へはつな

がりません。大山厚木市側の特性を無視した開発を行っても地域再生への道は

開かれることはないと言えます。七沢地区においてのシャトルバスとロープウ

エー計画を含む地域再生計画についてご説明いただきたいと思います。 

 さて、12 月７日の主要新聞各紙は、それぞれ以下のような見出しをつけてい

ます。朝日新聞は、西山尾根道の市道つけかえ、公共性ないと監査請求、毎日

新聞は、廃止の山岳道路は郷土史学習の宝庫、砂利採取計画で市民団体が反発、

厚木市に住民監査請求、読売新聞は、登山道の交換は違法である、厚木市と業

者の契約、住民グループが監査請求とありました。 

 この道路のつけかえに関しましては、道路法第 10 条に基づく廃止の手続並び

に同８条に基づく市道の認定の手続に対する規定があり、この法律にのっとっ

て議会の議決を得て廃止、認定が決まりました。私も議員の１人として、また

都市経済常任委員会の委員の１人として審議及び議決にかかわりましたが、今



回、１年の時を経てこのように報道されるに至り、改めて市としての見解を伺

いたいと考えます。 

 政府は、2001 年５月に 530 万人雇用創出プログラムを提案しています。これ

はサービス分野を新たな雇用創造の中心にしたもので、住宅、子育て、高齢者

ケア、医療、健康、環境など生活に直結する分野を想定しています。特に雇用

の伸びが高く、今後の期待の最も高いのが福祉にかかわるサービス分野です。

今、私たちの思っている一番大きな不安は高齢化問題です。少子化で子供の数

が減り、私たちの社会保障費の負担はふえ続けます。年老いたときに、だれが

面倒を見てくれるのかという不安が常につきまといます。ローンを払い終えて、

やっと手にした住宅があったとしても、これを処分して民間の有料老人ホーム

に入るだけの資金をつくり出すことはできません。 

 こうした厳しい状況の中で、人々が安心した生活を営むためには、民間と行

政が力を合わせることが求められます。民間の力をかりて福祉で産業を起こし

てもらい、ある程度支払い能力のある人々から合理的な料金をいただき、産業

を発展させ、税収を生むという正の循環をつくり上げなければなりません。こ

の考えは厚木市の協働、つまりパートナーシップの概念とも合致するものです。 

 具体的な施策として、安心ハウスというものが全国に広まりつつあります。

入居者は入居時に一時金を支払わず、毎月 15 万円前後の負担のみで衣食住に介

護サービスを受けられるというシステムです。つまり、まとまったお金のない

高齢者でも、毎月一定の年金収入があれば入居できるようにしたのがねらいで

す。サラリーマンＯＢ層などの利用を想定しているようですが、民間企業がつ

くる有料老人ホームは、入居時の一時金が 500 万円から数千万円かかると言わ

れていますが、高所得者の高齢者に利用が偏る傾向にあるとも言われています。 

 安心ハウスは、施設、住宅のタイプにより、特別養護老人ホームと同じ手厚



い介護を受けられる施設型、住宅介護を受けられる住宅型、痴呆症の高齢者向

けのグループホームと３分類されます。東京近郊の未利用の公有地を活用した

例によると、どの種類の住宅、施設でも毎月の家賃は約５万 5000 円、管理費、

食費、生活指導員（ＬＳＡ）の費用などを加えても月額の利用料は 13 万円強に

おさまると言われています。介護サービス業者にとっては、相続税などを軽減

したい土地所有者から土地と建物を一括して借り上げ、みずから償却資産を持

たずに施設サービスを提供することができます。 

 このように、いわゆる安心ハウスの導入は、厚木市にとりましてもメリット

の大きいものであると考えます。市としてのお考えをお聞かせ願いたいと考え

ます。 

 以上、質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 七沢地区シャトルバスとロープウェイ計画について 

 （ア）地域再生計画にあるシャトルバスとロープウェイ計画は、どうなって

いるか。 

 イ 地域再生計画について 

 （ア）手段と目的は合致しているか。また、施策について整合性がとれてい

るか。 

 ウ 西山尾根道市道のつけかえと景観について 

 （ア）市道のつけかえは、等価であったか。 

 （イ）集落地から望む西山の景観について、どう考えるか。 

 エ 高齢者の住環境について 

 （ア）市内居住高齢者の住環境について市の考える課題は何か。 



 （イ）市として安心ハウス構想導入について考えているか。 

 以上、よろしく答弁のほどお願いいたします。 

 

◯齋藤仁礼議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 ただいま佐藤議員より、七沢地区シャトルバスとロープウェ

イ計画について、地域再生計画にあるシャトルバスとロープウェイ計画はどう

なっているかとのお尋ねでございますが、本市の地域再生計画は、豊かな自然

環境について学習したり満喫したりしながら、将来に向けてよりよい形でこれ

を引き継いでいくことが基本的な考え方となっております。このときに必要と

なる資金を一定の料金に上乗せして生み出すシステムの１つとして夢を表現し

たものであります。しかしながら、本年９月定例会において、ロープウエーに

つきましては、関係者等による合意のない事業の執行を前提とするものではな

いと私からも答弁させていただいておりますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

 次に、地域再生計画について、手段と目的は合致しているか、また、施策に

ついて整合性がとれているかとのお尋ねでございますが、本市の地域再生計画

では、首都圏近郊という立地を生かしながら、豊かな自然の恵みを享受される

方々を受益者として、その負担による自然の継承を目指す中で、ふるさと食文

化村を初め、ふるさと自然文化村及びバリアフリーのエコツーリズムという３

つの目標を掲げております。いずれも夢を認定していただいたものであり、具

体的な施策につきましては、今後、地域の皆様を初めとする関係者の方々のご

理解とご協力をいただきながら事業に係る計画づくりを進め、目的とするとこ

ろをよりよい形で具現化してまいりたいと考えております。 



 次に、西山尾根道市道のつけかえと景観について、市道のつけかえは、等価

であったかとのお尋ねでございますが、市道のつけかえにつきましては、道路

の機能回復や通行の安全性の確保等を要件とし、具体に対応しているところで

ございます。西山の市道のつけかえにつきましても、これら要件のもとに、昨

年 12 月定例会におきまして、市道の廃止、認定に係る議案のご承認をいただい

たところでもございますので、適正に処理されたものと考えております。 

 次に、集落地から望む西山の景観について、どう考えるかとのお尋ねでござ

いますが、神奈川県環境影響評価条例に基づき、事業者から平成 14 年 11 月に

環境影響予測評価書案が提出され、知事が審査を行い、平成 15 年９月に環境影

響評価審査書として事業者に送付されております。この中で、地域住民が 30 年

間なれ親しんだ景観が変化することから、事業実施過程を通して景観上の違和

感を緩和するような植栽等の配慮を行って、景観面での影響の軽減を継続的に

図っていくべきとの審査結果が出されており、神奈川県環境影響評価条例に基

づく判断がなされております。 

 次に、高齢者の住環境について、市内居住高齢者の住環境について市の考え

る課題は何かとのお尋ねでございますが、市内に居住する高齢者につきまして

は、平成 16 年 11 月１日現在、65歳以上の方が２万 8204 人で、高齢化率は 12.7％

となっており、今後も高齢化が進むものと考えております。こうした中で、高

齢者の方々が安心して暮らしていくためには、住まいとまちが安全、快適であ

ることが重要でありますので、建物はもとより、まち全体のバリアフリー化の

推進に努めているところでございます。 

     （太田洋議員復席） 

 次に、市として安心ハウス構想導入について考えているかとのお尋ねでござ

いますが、安心ハウス構想は、高齢社会の進展により増加する高齢の中層所得



者の方に対し、安心して暮らせる住まいを民間活力により広く普及させるため

の構想と認識しているところでございます。この内容といたしましては、高齢

者向け施設を民間事業者が建設、運営できる新しいビジネスモデルとして国が

提案したものでございますが、現在実施されているモデル事業の状況を注視し

てまいりたいと存じます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ご答弁ありがとうございました。まずは都市整備部長

に確認させていただきます。議員資料請求した書類が手元にあるんですけれど

も、こちらの中で、地域再生計画にかかわる説明をしたボランティア団体との

やりとりをした日付と団体名をすべて挙げてくださいと言って、書き出してい

ただいたものがあるんですけれども、２件ありまして、しかしながら、その中

に丹沢ブナ党の面会の日付がありませんけれども、これについて確認したいと

思います。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 地域再生計画そのものにつきましてのご説明を申し

上げたということの中で、２つの地元の団体について記載をさせていただいた。

要望等について申し入れを行われた団体に対しては、別途、９月末から 11 月初

めにかけまして、５つの団体に対してご説明を申し上げてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。もう１つ事実確認があるんで

すけれども、今言いました丹沢ブナ党通信というのを私のところにも送ってい

ただきまして、拝見していたら、９月 28 日に面会したとあります。しかしなが

ら、これは、まちづくり計画課長から計画についての説明をしたいという申し

入れの上での面接だったにもかかわらず、都市整備部長とまちづくり計画課長



は時間に１時間 15 分も遅刻したと書いてありました。これは事実なのでしょう

か。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 当日、９月 28 日、実はその前に丹沢ブナ党を初めと

して幾つかの団体から本市の地域再生計画にかかわります要望をちょうだいし

てございます。通常、要望をちょうだいいたしますと、私どもも文書でご回答

を差し上げるということが通例でございますけれども、私どもの方からお伺い

をして、内容についてご説明をさせていただきたいと課長から申し入れをさせ

ていただきましたが、当日、すべての団体とお会いをしたいということで、私

もみずから出かけた。 

 実は当日、保土ケ谷バイパスで大事故がございまして、当日のことはよく覚

えておりますが、こちらを車で午後４時 15 分に出発をしてございます。たしか

当日は午後７時半にお会いをするという約束をさせていただきましたが、午後

４時 15 分に出発をしまして、東名高速道路をおりまして保土ケ谷バイパスの入

り口へ行きましたときに、既に午後７時近くになってございまして、全く車が

動かなかった。慌てて瀬谷駅まで車を飛ばしていただいて、そこから電車に乗

りまして、お会いをさせていただく関内まで、その後、電車を乗り継いで行き

ました。そうしましたところ、着きましたのが午後７時 50 分ごろだったでしょ

うか、８時近くになってしまったということで、おくれたことは事実でござい

ます。ただ、恣意的におくれたということではなくて、物理的な状況の中でお

くれてしまったということは事実でございますが、車の中で、何とかお待ちを

いただいて、何とかお会いをさせていただきたいということを電話連絡でずっ

とやっていたというのが事実でございます。 

 



◯山口巖雄市長 私からも補足するわけではないんですが、たまたまその日、

私が 12 時に横浜インターを出まして、横浜横須賀道路の陥没があり、３車線が

１車線になっちゃいまして、私も３時間ぐらいおくれてしまったという現実で

ございますので、別にそれをこうだというわけではないんですが、そこのとこ

ろはひとつご理解をしていただいて、また、もしお怒りでしたらば、その方々

にぜひ心をおさめていただきたいというふうにお伝えください。 

 

◯３番 佐藤知一議員 了解いたしました。課長に聞いたときにその話が出て

きませんでしたので。課長のせいにするわけではないですけれども、十分理解

できました。 

 それで、答弁の中で、今回の地域再生計画は夢であるとか、もしくは地元の

関係者などによる合意のない事業の執行を前提とするものではないと言われま

したけれども、小泉首相のサインもあるような公式の文書ですから、一つ一つ

継続して質問させていただきたいと考えています。 

 続けての質問ですけれども、今の答弁とか、あとほかの資料にもあるんです

けれども、豊かな自然環境について学習したり満喫したりしながら、将来に向

けてよりよい形でこれを引き継いでいくときに、必要な資金を一定の料金に上

乗せして生み出すシステムということがたびたび出てきますけれども、地域再

生計画を見る限り、企業の方は、観光客の導入についての見込みは明確に立た

ないと二の足を踏んでいるようですけれども、本当にこれは必要な資金を生み

出すことができるのか、また逆に、どこかの第三セクターのように、プラスに

なると思っていたら大きな穴を掘ってしまうということにはならないのでしょ

うか。 

 



◯渡辺兼行都市整備部長 お手元に資料をお持ちで、恐らく企業の方にという

ことで、この計画を立ち上げていく前に、果たして採算として成り立つ部分が

あるかどうかということをお伺いしたことはございます。ただ、具体の採算計

画を私どもの方からお示し、あるいは相手からお示しをいただいた中で話を聞

いた部分ではございませんけれども、初期投資は非常に難しいよ、現状の経済

状況の中で、一般論として非常に難しいよというお話をいただきました。 

 資金を生み出す可能性があるのかどうかという部分でございますけれども、

先ほど来、前提として、合意のない事業は執行しないということが前提ではご

ざいますけれども、１つは、こうした夢が必要だと。それは前回、９月のとき

の答弁の中でも申し上げましたけれども、これからの非常に厳しい経済情勢の

中で、また、団塊の世代が恐らく退職をし、それにかわる 10 歳から 19 歳が社

会に出ていった中で、総量で３分の２、賃金で２分の１程度、そういう経済状

況が間もなく、もう 10 年もしないうちにやってくる中で、こういうシステムが

必要であるという中から書いたものでございますが、採算計画までを立てたも

のではございませんので、それについては、今の段階では見込みがあるという

ことについてお話しを申し上げる段階ではないと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 タウン誌や新聞、三大紙などでもこういうふうに書い

てあるんですね。60 人乗りのゴンドラを運行して片道９分、建設費は８億円、

発着駅となる不動尻には車いすで利用できる休息施設なども整備する。年間 15

万人の乗車でロープウエーの採算はとれる。不動尻－大山山頂間 2.7 キロ、標

高差 800 メートル、本厚木駅から広沢寺温泉まで片道 11 分で結ぶ 30 人乗りの

シャトルバスの運行を想定している。このように詳細に具体的に記してあるわ



けですけれども、これについては、勝手に記者が書いたということなんでしょ

うか。コメントをお聞かせください。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 実際に九州の方でロープウエーを運行されている会

社に事業の採算がどうか、事業費はどのくらいかということを電話問い合わせ

したことはございます。誤解があるといけませんので、私どもがこの地域再生

計画をつくるのに当たって、委託料を支払ってそういった採算計画を立てたと

いうことは一切ございませんが、単純な計算といたしまして、初期投資が８億

円だというふうなお話を聞きましたので、1500 円ということでいけば、15 万人

が乗れば２億 2500 万円、維持管理費 4000 万円程度ということであれば、年間

１億円から１億 8000 万円程度収入があるのではなかろうかという中では、10 年

しないうちにこれを返済することができる可能性があるんじゃないかというふ

うな単純な算数でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 拝見すると丼勘定みたいに聞こえるんですけれども、

そういうものをマスコミに流していいのかなという気もするんですけれども、

もう１つ、何らかの根拠があるらしいので、シャトルバスの本厚木駅から広沢

寺温泉まで片道 11 分というのは、どういう計算で成り立ったのでしょうか。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 シャトルバスにつきましては、若干誤解があるかな

というふうに私どもは理解しております。１つには、このシャトルバスを考え

ましたのは、現在、七沢の広沢寺のバスの折り返し点がございますけれども、

あそこから不動尻へ向けたシャトルバスの運行が必要ではなかろうかという形



で想定したものでございますので、本厚木駅からということについては若干誤

解があったのではなかろうかと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 新聞にそのように載ったら、誤解があったら訂正して

いただきたいと考えるわけですけれども、わかりました。 

 続けて、地域再生計画の方で、８ページにこういうふうに書いてあります。

「地域再生計画の実施が地域に及ぼす経済的社会的効果」として、さまざまな

分析が載っているわけですね。年間観光入り込み客数は現在の 230 万人から、

過去最高を記録した平成４年度を超える年間300万人が予想されるとあります。

宿泊客についても、観光入り込み客数の増加とともに、区域内の温泉施設を中

心に、現在の年間６万 6000 人から 10 万人に増加すると予想されているわけで

す。これは恐らくマスコミに対して説明が誤解されるというものではなくて、

公式な文書の中に書かれているので、当然、算出方法であるとか根拠となる数

字などがあると思いますので、ご説明ください。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 230万人の現在の入り込み観光客が300万人というこ

との１つといたしまして、実は平成４年に本市の七沢あるいは飯山で観光客の

ピークを迎えたという時期がございます。いずれの観光地も入り込みで 58 万人

という数字が記録をされてございます。平成 15 年の数字を見てみますと、七沢

におきましては 32 万人、飯山におきましては 26 万人と、減少いたしました数

が七沢で 26 万人、飯山で 32 万人。この両者を足しますと、おおむね 60 万人ぐ

らい。230 万人から 300 万人ということで、70 万人ほどふえるわけでございま

す。こうした観光地における活性化を図ることによって平成４年のピーク時に

近づけば、そのほかの部分も出てこようかと思いますけれども、70 万人の増加



を図る中で、300 万人ということが達成可能な数字ではないかというふうな判断

をした次第でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ということは、根拠はなく試算したということでよろ

しいですね。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 先ほど来申し上げておりますとおり、この地域再生

計画につきましては、手づくりでつくった部分がございますので、根拠という

ものをどこまでの根拠として必要とされているかという部分もございますが、

今後、必要であれば、地域再生計画を具体化する計画の中で、そうしたことに

ついても十分研究をし、検討をしてまいりたいと存じます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 大学生レベルの計量経済でも、もうちょっと具体的な

数字をもって出されなければ先生に怒られてしまうよというふうな形だと思う

んですけれども、いかに夢であるとはいえ、市として、しかも全国に先駆けて

胸を張って行うことができるようなものであるならば、もう少し細かな計算を

してもいいかな、もしくはやらなければいけなかったのではないかなと考えま

す。 

 また、地域再生計画には「ほんもの」の自然という言葉が数回出てきますけ

れども、シャトルバスとロープウエーを乗り継いで至る大山の山頂も、ここに

書いてある「ほんもの」の自然に当たると考えてよろしいですか。当然これは

夢といったものが実現したときのことを想定しての質問でございますけれども、

お答えください。 

 



◯渡辺兼行都市整備部長 先ほどの細かい数字の繰り返しになってしまいます

けれども、委託料を使いながら細かい検討をするということも当然必要でござ

いますが、今回の場合、地域再生計画の提案に当たりまして、当市の夢を出す

段階では、１週間程度しか期間がなかったということもございます。各団体と

も同じようなレベルで計画を立ち上げていった。国におけるヒアリングという

ものも何回も行いましたけれども、なかなかそこまでの期間というものがとれ

ない中で、国における認定のスケジュールに合わせながらつくっていったとい

うことをぜひご理解いただきたいと思います。 

 自然の関係につきましては、ご質問の中身が把握できない部分がございまし

たけれども、よろしければもう１度お教えいただきたいと存じます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 「ほんもの」の自然というふうな言い方が何度も出て

きて、ロープウエーをつくって、そこに至る山頂もそうなのかなという意図で

したけれども、いいです。次の質問に移ります。 

 ロープウエーができて、試算の中で 15 万人というものがあるわけですけれど

も、この 15 万人が山頂に来たとしたら、例えば緑の山頂をすべてコンクリート

の塊で覆わなければならないような気もするわけですね。つまり、15 万人とい

う数字は、丹沢全体の半年分ぐらいの登山者数に相当しまして、これをオーバ

ーユースと言わずして何をオーバーユースと言うのかというようなことなんで

すけれども、これをもってしても、やはりこれをエコツーリズムと言うのでし

ょうか。お答えください。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 15 万人という数字でございますけれども、伊勢原市

におきましては、現在、既にケーブルカーを使って 48 万人ほどの人があそこに



登っていらっしゃる。これは年間でございます。私どもが見込みましたのは、

その３分の１程度の人間がこちら側におりてくるということがあり得るのでは

なかろうかという形で考えたものでございますけれども、こちら側から登って

いくということもあろうかと存じます。オーバーユースということを言われま

すけれども、確かに山頂部分が非常に狭いところもございます。そういうとこ

ろについては、もしもということであれば、何らかの意味での他所への立ち入

りの禁止ということが必要になってくるのではなかろうかとは思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ５ページにはこう書いてあります。「大山山頂から気

軽に湘南の海や横浜、新宿副都心の夜景を楽しめる仕組みづくりが必要である」

とありますけれども、例えば夜間に観光客を山頂もしくは山の奥の方に送り込

むとするならば、それなりの施設や照明設備が必要であると考えますね。安全

を考えると、きちんと整備するのでしょうか。そういったものを想定してのこ

の発言なのでしょうか。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 先ほど来申し上げてございますけれども、詳細な計

画につきまして、すべてを検証した部分でないところがあることは確かでござ

います。また、おっしゃるとおり、夜間のそこへのアクセスによって何らかの

照明施設等が必要になるということにつきましては、いろいろな自然環境団体

の方からもお話がございます。夜間であれば当然そういうことが必要になろう

かとは存じますけれども、最低限のものがどの程度のものでおさまるのかとい

うことについて、詳細な検討を行っておりませんので、この場におきまして具

体の内容についての発言は控えさせていただきたいと存じます。 

 



◯３番 佐藤知一議員 わかりました。もう１つ、「一時約 58 万人の入込客が

あったが、現在は約 32 万人に減少している」というふうにあります。ここで減

少した例えば 26 万人の人々は、大山山頂から気軽に湘南の海や横浜、新宿副都

心の夜景を楽しめる仕組みがあれば戻ってくるのか。私からすると、そういう

仕組みがあって戻ってくるにしても、やはり客層が全く変わる。今まで来られ

ていた方とは行くというインセンティブが変わるようにも思えて、この 26 万人

の根拠というのもよくわからないんですけれども、もしそういった理屈がある

とするならばご説明ください。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 58 万人が 32 万人に下がり、同じ人が同じ意図を持っ

て戻ってくるかということについては、何とも申し上げられないところがある

ということは事実でございます。ただ、今回のこの地域再生計画は、今あくま

でもシャトルバスとロープウエーだけに限って議論がされてしまって、あたか

もこれを執行するかのような議論になってしまっているところは、私どもが想

定しているところとは違うんですけれども、私どもの地域再生計画の中で目指

しておりますのは、３つの目標がある。１つには食文化村の問題、あるいは自

然文化村の問題、もう１つは、主眼としますところのエコツーリズムにつきま

しても、新聞報道と同様に、シャトルバスあるいはロープウエーだけを取り上

げて、これのすべてであるかのような取り上げられ方がされておりますけれど

も、私どもが目指しておりますところは、あくまでもそうしたものを目指して

いこうということが主眼でございますので、そうしたところにおいでをいただ

く方などを含めて、こういうまちづくりを進めていくことができるのではなか

ろうかという想定をしているというところでございます。 

 



◯３番 佐藤知一議員 わかりました。この地域再生計画を見ていて、１点１

点で「あれっ」と思うところがかなりあるんですね。そこの部分の確認を一つ

一つさせていただいているんですけれども、時間が余りないんですけれども、

もう１つ、「講じようとする支援措置」の中に「道路占用許可弾力化（オープ

ンカフェ等）」と書いてあるわけですね。これの説明にある「必要と思われる

道路を占用することにより、民間事業者による出店範囲を広げることは、より

強い連携を図る上において重要である」と書いてあるんですね。ここで言うオ

ープンカフェの出店範囲を広げることがなぜより強い連携を図る上で重要なの

か、これはわかりやすく説明してください。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 このオープンカフェ、道路占用許可の弾力化という

ことにつきましては、全国の地域再生計画にかかわります支援措置の 141 のう

ちの１つということで取り上げられているものでございます。これは本市の問

題だけではなくて、道路の占用許可を公的な団体ということだけではなくて、

民間の団体にもこうした占用許可を与えることによって、いろんなイベントを

そうしたところを使って実施をすることができる。また、そこにおいでになる

方々にも非常に安心してそうしたイベントに参加をしていただくことができる

ということを弾力的に運用しようよということで、支援措置の１つに加えられ

たものでございます。そうしたイベントなどを通して、民間事業者との間での

連携強化を図っていく１つの要因になり得るのではなかろうかというふうな意

味合いでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 先議会で、太田議員に対して都市整備部長のロープウ

エー構想に対する発言にこうあるんですね。これは原文どおり読みますけれど



も、「この発想のもとには──つまりロープウエーですね──世界遺産に登録

されておりますオーストラリアのケアンズの熱帯雨林の上に 7.5 キロにわたっ

てロープウエーが引かれてございます。こういうふうな例もあること、あるい

はそこで、途中の駅でおりて、子供たちに実際の熱帯雨林を見せながら環境学

習がやられているというふうな事例もございます。こういうふうなことを踏ま

えた上で今のような発想をした」とあるんですね。オーストラリアのケアンズ

のロープウエー構想について、ちょっと説明していただけますでしょうか。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 オーストラリアのケアンズの世界遺産の熱帯雨林の

上を通っておりますロープウエーでございますけれども、現地ではスカイレー

ルというふうな言われ方がしておるようでございます。1987 年に計画がされ、

1995 年に開業したということが記録としてインターネット等でごらんをいただ

くことができようと思われます。長さとしては 7.5 キロ。途中にはおりるとこ

ろもあり、あるいは勉強するような施設もあるというふうなことで紹介がされ

ているものでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 このスカイレールは、つくる際に、当然、世界遺産の

熱帯雨林があるわけですから、これを破壊しないようにさまざまな工夫がされ

ているんですね。例を挙げると、ゴンドラを支えるための支柱をつくるときに、

材料運搬のための道をつくらずに、ヘリコプターでそのすべてを運搬したりし

たわけです。このオーストラリアのゴンドラの最大乗車可能人数は６人、先ほ

ど出てきた厚木市のものは 60 人というようなもので、果たしてそれを参考にし

た上でこれをつくったのか否かというのは疑問だったので、この質問をさせて

いただきました。 



 昨年の県央８市の合同研修会の中で、講師の方がこういうことを言ったんで

すね。九州の黒川温泉を例にとりまして、黒川温泉は今非常に人気のあるスポ

ットとしてある。なぜここがこんなにも人気があるのかと言えば、僕は行った

ことがないので何とも言えないんですけれども、狭い道をずっと車で上ってい

って、行っても行っても温泉に着かない。やっとついたと思ったら非常にひな

びた、昔の小さな小さな田舎の温泉を思い出す。そういうふうなものが非常に

大きな魅力となっていると言われています。 

 実は私も先日、飛騨高山にイベントのご招待を受けて行ったときに、２日ほ

ど前に入っていったんですね。飛騨地方は台風 23 号の被害が非常にひどかった

ということで、地元に明るい人に案内してもらったんです。飛騨高山から白川

郷まで上っていきました。すると、白川郷の近くまで高速道路が通っていて、

その横に側道があって、そこを通っていると、案内してくれた人がこう言うん

ですよ。ここは立派な道路ができてしまった。前来たときは、もっと細い道を

ずっと白川郷の奥まで入っていって、落ち葉を踏みながら、行っても行っても

白川郷に着かない。やっと着いたと思ったらあの風景がある。これがすばらし

かったのに、何でこうしちゃったんだろうと言われていたんですね。このこと

は白川郷の地元の方にも話したときに言っていたんですけれども、なかなか問

題意識の共有をさせてもらえなかった。時として地元の方が望むものと本来あ

るべき姿というのは異なることも多いと思います。市長も非常に多くの要望が

入ってきて、あれもこれもと、もしくは難しい判断をすることもたくさんある

と思うんですけれども、取り返しのつかないことがひょっとしたらあるかもし

れません。考えてやられていて、地元の方の声を聞くということが前提である

としても、何も知らない私たち、もしくは市民の方々は不安に思ってしまうと

いうことをぜひとも頭に入れていただきたいと思います。 



 次に、時間もないんですけれども、西山の尾根道つけかえのことについて言

います。 

 最初に確認なんですけれども、この尾根道のつけかえをするときに、不動産

鑑定評価書をとらずに交換したということがうわさで出ておりますけれども、

これは事実なのでしょうか。お答えください。 

 

◯宮台 功道路部長 今回、不動産の道路、旧道敷と新設道路敷との交換をさ

せていただいたわけでございますけれども、この関係については、一団の山林、

一体というふうなとらえ方でおりましたので、特に不動産鑑定評価書はとって

ございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 市長が知事に提出した採石場増設事業に係る環境影響

予測評価書案に対する意見書では、こう書いてあります。西山は本市のハイキ

ングコースに指定していないが、起伏に富み、眺望もよいコースとして知られ、

多くの登山客が経ヶ岳、華厳山、高取山と稜線を歩いている。また、西山には

発句石などもあり、山全体として本市の観光資源の１つであることから、景観

が大きく変化しないように配慮することとあります。 

 ２カ月後の平成 15 年９月議会においては、道路管理課長の発言としてこうあ

ります。「道路利用形態としてはほとんど利用されていないのかなと、そうい

う考えを持ってございます」とあります。一見矛盾しているように思えるわけ

ですけれども、この点についてご説明ください。 

 

◯宮台 功道路部長 ただいま環境アセスの際の意見の問題としてございまし

たけれども、実際に環境アセスの中では、環境の問題を評価項目として取り上



げておるわけでございますけれども、考慮するようにというふうな意見として

提出させていただきました。そういった形の中で、事業者としては、さまざま

な角度から環境に対する配慮という問題を取り上げまして、具体的に環境アセ

スの評価書案を作成するに当たって考慮されて、いかに環境に配慮した―いわ

ゆる森林の保全の問題であるとか、あるいは削り取ったところの緑化というふ

うなことを取り上げて、環境影響予測評価書の中に挙げてきたというふうなこ

とでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 話を聞いていたんでしょうかね。大変失礼な言い方で

すけれども、片方では利用されていると言われていて、２カ月後には利用され

ていないというふうなものに対しての見識だったんですけれども、時間がない

ので次に移ります。 

 次に、平成 15 年９月の都市経済常任委員会で、道路管理課長の発言としてこ

ういうのがあるんですね。「環境アセスの関係、現在手続中で、これから隣地

開発、岩石採取の申請と、予定どおりいくものと私どもは判断しておりまして、

それとこんな言い方をしていいか、ちょっと問題があろうかと思うんですが、

事業者の今後のスケジュール等もございますので、委員さん言われるように、

地元の調整がまだ不十分だと、そういうお話ではございますけれども、私ども

といたしましては、これを進めさせていただきたいと、そのように」云々とあ

ります。 

 このとおり読むと、市は、地元住民を含めた市民ではなく、業者側に立って

いるというふうにとられても仕方ないように思えるんですけれども、例えばこ

のような積み重ねが12月７日の新聞報道の内容にもつながるのではないかと思



えるんですけれども、誤解もあるかもしれませんので、この辺の説明をお聞か

せください。 

 

◯宮台 功道路部長 ただいま道路管理課長がというふうなお話でございます

けれども、市道の廃止、認定の議案を提出させていただき、その審議の中での

お話だったと思いますけれども、この議案の提出の際には、既に事業計画その

ものがどういった形で進められていくかというスケジュール的なものは、例え

ば初期の段階におきましては、事業計画そのものが適正であるかどうかという

ふうな判断が土地利用調整条例上での審査という問題、さらに、その次の段階

として、いわゆる環境面ではどうかというふうなことで、環境アセスの中でと

らえられている問題、これがある程度環境アセスの公聴会等を含めた地元の意

見を聞いてきた、そういった段階をとらえてこの議案の提出をさせていただい

ておりますので、そういった観点で、ある程度それらの事業が進行しつつある

というふうな判断で申し上げたことと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。集落地から望む西山の景観に

ついて、どう考えるかということについて１点、都市マスタープラン、平成 10

年３月策定の 69 ページにはこう書いてあるんですね。西山を望む集落地景観と

いうふうにして、説明として、主な要素について、次のような景観形成を目指

していきますとあります。まちのめじるし、ふちどり、みはらしの保全、高取

山などの山地や丘陵の保全、まちのふちどりの保持とともに、現在の尾根筋や

山頂のすぐれた見晴らしの場の確保とあります。これは方針としてあるわけで

すけれども、この方針は今も変わりなくあるわけですか。 

 



◯小菅和夫都市部長 今議員がおっしゃいました都市マスタープランについて

は、現在まだこの状態でございます。ただ、その中で、私の方から説明させて

いただくことがございますのは、都市マスタープランにつきましては、このマ

スタープランの最初に書いてございますが、これはあくまでも都市づくりの方

向を示しているものでございます。したがって、ここにおける景観の方針にお

きましても方針でございますので。また、強制力を持っているというふうなこ

とではございません。あくまでも方向性を示させていただいているというふう

なことでご理解いただきたいと思います。 

 

◯齋藤仁礼議長 佐藤議員、もう時間がございませんので。 

 

◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございました。 

 

◯齋藤仁礼議長 本日はこれで延会いたします。 

   ━━━━━━━━━━━━━━ 

     午後５時 07 分  延会 

 


