
2005.03.01 : 平成 17 年２月定例会（第４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 ごみ処理について 

 （ア）市内にある郵便局、合同庁舎などのごみ処理費用は、だれが負担して

いるのか。 

 （イ）小田急線全駅のごみ箱撤去によるごみ処理負担増加についてどのよう

に考えるのか。 

 （ウ）ごみ、リサイクルの運用状況及びコンポスターなどの利用状況につい

ての詳細は。 

 イ 手数料及び使用料について 

 （ア）戸籍謄本、印鑑証明、住民票などの発行手数料及び施設利用料金は適

正か。また、その根拠は。 

 ウ 学校及び地域での安心安全について 

 （ア）学校及び地域での安心安全について市の考える課題は何か。 

 エ 少子化対策について 

 （ア）少子化対策について市の考える課題は何か。

 

 

※ 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。 



2005.03.01 : 平成 17 年２月定例会（第４日）      

 

◯齋藤仁礼議長 ただいまの出席議員は 28 人で定足数に達しております。 

 ただいまから２月定例会第４日の会議を開きます。 

   ────────────── 

 

◯齋藤仁礼議長 昨日に続きまして「一般質問」を行います。 

 通告に従い、順次質問を許します。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）おはようございます。通告に従いまして、順

次質問させていただきます。 

 近年、持続可能な発展という言葉が１つのキーワードとして取り上げられる

ようになりました。これは 1987 年に、当時のノルウェー首相であったブルント

ラント博士が委員長を務めた環境と開発に関する世界委員会の報告書「Our 

Common Future」の中で取り上げられた概念です。一般に、次世代の欲求を満た

しつつ、今に生きる世代の欲求をも満足させるような発展を指しています。こ

の概念は、環境と開発、発展は互いに相反するものではなく、共存することも

可能としてとらえ、環境保全を考慮した節度ある開発が重要であるという考え

に基づくものであります。 

 特に廃棄物問題に対しては、排出削減、再利用、再使用を基本とする資源循

環型システムにより、循環型社会を構築する必要があると言えます。廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法では、事業活動に伴って発

生した廃棄物は、事業者みずからの責任で処理することと規定されております。 

 また国では、平成 12 年を循環型社会元年と位置づけ、廃棄物の排出抑制、再



商品化の促進などを初めとした事業者の責任が強く求められています。特に循

環型社会形成推進基本法では、事業者、国民の排出者責任を明らかにするとと

もに、拡大生産者責任が明確に位置づけられました。つまり、廃棄物などの循

環資源をみずからの責任で適正に処理する排出者責任が強く問われるようにな

ったのです。 

 また、廃棄物処理及び清掃に関する法律や市の条例においても、事業者に対

する処理責任を次のように規定しています。事業活動に伴って生じた廃棄物は

みずからの責任で処理すること。廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を促進

することにより廃棄物の減量を図ること。廃棄物の減量、適正処理などについ

て国や市の施策に協力することとあります。 

 そこで、お尋ねいたします。市内にある郵便局、合同庁舎などのごみ処理費

用はだれが負担しているのか、お答えください。 

 また、およそ１年前の昨年３月 22 日、小田急線各駅の構内においてごみ箱が

撤去されました。昨年３月11日、スペインにて起きた列車テロ事件の後のすぐ、

18 日、国土交通省から各鉄道会社に対してテロ対策のための自主警備徹底を依

頼する通達が出され、これに応じる形でごみ箱の撤去がなされたものでした。

現在も、特急ロマンスカー内においても、各駅構内においてもごみ箱は撤去さ

れており、駅構内で購入したものはすべて持ち帰らなければならなくなりまし

た。小田急線の中でも利用客数の多い本厚木駅を初め愛甲石田駅においてもご

み箱が撤去されてしまった結果、駅周辺にて厚木市が管理するごみ箱へ入れら

れるごみや、駅前に捨てられるごみの量もふえたものと推察されますが、この

点について市の考えをお聞かせいただきたいと考えています。 

 既にＪＲでは、テロ対策としても通用する透明なごみ箱を採用しております。

これまで鉄道会社が負担してきたごみ処理費用を厚木市が負担するようになっ



たと考えると、ＪＲなどにて既に採用されている透明なごみ箱の採用を小田急

線などに対しても求めていくべきであると考えていますが、いかがでしょうか。 

 また、平成 15 年 10 月から施行された厚木市みんなで守る美しい環境のまち

づくり条例に照らしても、事業者の責務として設置を求めていくべきだと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 次に、ごみ、リサイクルの運用状況及びコンポスターなどの利用状況につい

てお尋ねいたします。これまでも市と関係団体においては、生ごみ処理容器の

普及促進を図り、ごみの軽減化、資源化を推進することを目的とし、生ごみ処

理容器、いわゆるコンポスターのあっせん及び生ごみ処理機などの購入費補助

をしてまいりました。市内における生ごみ処理容器コンポスター及び生ごみ処

理機などの活用状況についてお聞かせください。 

 また、市内におけるごみ、リサイクルの現状についてもご説明をお願いいた

します。 

 次に、役所の手数料及び使用料についてお尋ねいたします。 

 先日、ある新聞に、役所の手数料は余りにも高過ぎるとのレポートが載りま

した。その内容は、戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などを挙げまして、役

所の手数料としてはいかがなものかと。住民税を払い、公務員が業務を行い、

コンピュータでデータベース化されているのだから、本来は手数料などなくて

もよいのではないか。そもそも、反対を押し切って住民基本台帳法を通し、住

民番号制を導入したのも、こうした業務を簡略化するためではなかったのかと

いうものでした。 

 手数料を無料にするというのは現実的ではないにしろ、手数料条例として市

独自に定めているものに対しては、つまり厚木市の判断で料金設定が可能なも

のについては、その根拠を明確にし、減額できるものについては減額していく



べきであると考えますが、いかがでしょうか。 

 次に、学校及び地域での安心安全についてお尋ねいたします。 

 近ごろでは学校や地域での犯罪が多発しております。市民、とりわけ生徒・

児童の安全を確保するためにも、学校と地域での連携が今まで以上に必要とさ

れていると考えます。そこで、学校及び地域での安心安全について市の考える

課題は何か、お答えください。 

 次に、少子化対策についてお尋ねいたします。 

 来年度４月１日から、厚木市役所においても現行の組織見直しが行われます。

広報あつぎ３月号においても、地方分権や少子高齢化社会へ向けて「迅速でき

め細かな対応ができるようにするなど、市の独自性の発揮と仕事内容の関連性

を重視しています。」とあります。 

 少子化の原因は、児童福祉の分野にとどまらず、労働環境などにも深くかか

わっています。少子化対策は、児童福祉課を抱える健康福祉部の問題に限定さ

れず、男女共同参画、勤労福祉などとの連携により解決していかなければなら

ないものと考えます。今回の組織再編に伴いましても期待するところ大であり

ます。そこで、少子化対策について、市の考える課題は何か、お答えください。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア ごみ処理について 

 （ア）市内にある郵便局、合同庁舎などのごみ処理費用は、だれが負担して

いるのか。 

 （イ）小田急線全駅のごみ箱撤去によるごみ処理負担増加についてどのよう

に考えるのか。 

 （ウ）ごみ、リサイクルの運用状況及びコンポスターなどの利用状況につい



ての詳細は。 

 イ 手数料及び使用料について 

 （ア）戸籍謄本、印鑑証明、住民票などの発行手数料及び施設利用料金は適

正か。また、その根拠は。 

 ウ 学校及び地域での安心安全について 

 （ア）学校及び地域での安心安全について市の考える課題は何か。 

 エ 少子化対策について 

 （ア）少子化対策について市の考える課題は何か。 

 以上、よろしくご答弁のほどお願いいたします。ありがとうございました。 

 

◯齋藤仁礼議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員より、ごみ処理について、市内に

ある郵便局、合同庁舎などのごみ処理費用は、だれが負担しているのかとのお

尋ねでございますが、郵便局、合同庁舎など公共機関のごみにつきましては、

市が収集している場合と、環境センターに直接搬入される場合があり、どちら

の場合も、ごみ処理手数料は、厚木市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条

例の規定により減免しているのが現状でございます。 

 次に、小田急線全駅のごみ箱撤去によるごみ処理負担増加についてどのよう

に考えるかとのお尋ねでございますが、小田急線全駅においては、昨年 10 月か

ら、テロ対策のためごみ箱の撤去をしたと聞き及んでおります。従来は駅構内

のごみ箱に捨てられていた新聞紙や雑誌などが、一部駅周辺のごみ箱やごみ集

積所に排出されていると考えられますが、本厚木駅周辺早朝収集運搬業務のご

み収集量から判断いたしますと、ごみ量に大きな変化がなく、ごみ処理費用の



負担増になっていないものと考えております。 

 また、今後につきましては、ごみ排出抑制の観点から、道路、公園からのご

み箱の撤去を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、ごみ、リサイクルの運用状況及びコンポスターなどの利用状況につい

ての詳細はとのお尋ねでございますが、従来から循環型社会形成に向けて、ご

みの減量及び資源化を図るため各種の取り組みを行っておりますが、本年度に

つきましては、多くの市民の皆様のご協力によりまして、１月末現在、前年同

月比で約 3600 トンの減量化が図られるとともに、特に環境センターに搬入され

る可燃ごみの中で約５割を占めている紙類を資源化するため紙ごみゼロ運動を

展開して、前年同月比で 976 トン増の資源化が図られております。 

 また、同様に約１割を占めている生ごみにつきましても、生ごみ処理容器の

コンポスターや電動生ごみ処理機等のあっせん及び購入費補助を行い、家庭で

の生ごみの減量化、資源化に取り組んでいるところでございます。今後につき

ましても、このごみの減量化、資源化に努めてまいります。 

 次に、手数料及び使用料について、戸籍謄本、印鑑証明、住民票などの発行

手数料及び施設利用料金は適正か。また、その根拠はとのお尋ねでございます

が、戸籍謄本等の手数料につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関す

る政令に基づき定められておりますとともに、国、県から権限移譲された事務

等に係る手数料にあっては、従前の法令または県条例の料金を県下統一的に用

いております。 

 また、施設使用料につきましては、受益者負担の原則に基づき、ランニング

コストや近隣都市の状況等を勘案し定めておりますが、現在、第３次行政改革

の中で、公平性やわかりやすさの観点から全体的な見直し作業を進めていると

ころでございます。 



 次に、学校及び地域での安心安全について、学校及び地域での安心安全につ

いて市の考える課題は何かとのお尋ねでございますが、地域での安心安全につ

きましては、市民が何に不安を感じ、市民が安全に対して何を求めているかを

的確につかみ、犯罪の発生しにくい環境の整備と防犯のための地域コミュニテ

ィの活性化など総合的な取り組みを考え、市民運動につなげていくことが課題

であると考えております。 

 また、学校での安心安全対策につきましては、不審者の学校への侵入防止や、

侵入した際、児童・生徒等への危害をいかに防止するか、また登下校時におけ

る通学路での安全確保をどのように徹底するかなどが課題であると考えており

ます。 

 いずれにいたしましても、児童・生徒の安全を確保するためには、学校と地

域が一体となって取り組んでいくことが大切であると考えております。 

 次に、少子化対策について、少子化対策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、課題といたしましては、まず、子供を安心して産み育

てられる環境づくり、また、子育てを社会全体で支えていく体制づくり、そし

て子供と子育て家庭に優しいまちづくりを推進していくことであると考えてお

ります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問を

させていただきます。 

 当然市内にある郵便局、合同庁舎などのごみ処理費用については、国や県の

施設は減免規定の対象であるというようなお答えだったと思うのですけれども、

これについては定めてあるということなのですが、ここでなぜ質問したかとい

うのは、廃棄物処理に対する事業者責任といったようなものが国県市問わず行



政の中で言われている昨今の中で、例えば市が県や国、もしくは郵便局につい

ては民営化が進められておりますが、そういうところに対してもあえて使用料

を求めてもよいのではないかと考えるのですが、この点についてはいかがでし

ょうか。 

 

◯加藤恒雄環境部長 市長ご答弁のとおり、市内の官公庁につきましては、減

免規定で 100％減免という形をとってございます。これは、事業所のとらえ方で

ございますが、市の施設、例えば小学校でございますとか公民館でございます

とか、これらについても事業所という取り扱いで、本来ならばその事業所の責

任において処理をしていただくということになろうかと思いますが、これらに

ついても市の方で収集して 100％減免という形をとってございますので、公の業

務により排出されるものにつきましては、基本的には従来どおり減免という規

定でやっていきたいとは考えております。 

 ただ、今後、組合によりますごみ処理が始まりますと、その点につきまして

はまた組合の方の考えもございますでしょうし、その時点においてはやはり何

らかの検討をする必要があろうかとは考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。なかなか難しい点だと思い

ますけれども、それぞれ市は市の立場、県は県の立場でやはり行政を行ってい

くというふうなことなので、例えばそこに対して排出者責任を求めていくこと

によって、ごみの減量化などにもつながっていくのではないかと考えておりま

す。 

 次に、僕も小田急線はふだん乗っていて親しみもあって、きょうも新しいロ

マンスカーができた、試乗会があったというふうなことではあるわけですけれ



ども、しかしながら、やはり排出者責任をきちんと求めていくべきかなという

ふうに考えているのですね。登壇の中でも触れたのですけれども、厚木市みん

なで守る美しい環境のまちづくり条例の趣旨に照らして、やはり事業者の責務

としてごみ箱の設置を求めていくべきではないかなというふうに考えているの

ですが、これに対してはいかがでしょうか。 

 

◯加藤恒雄環境部長 これも市長がご答弁させていただきましたが、実態は把

握してございます。ただ、小田急に問い合わせましたところ、駅構内の売店の

ところには、そこで飲んだもの、買ったものを捨てるためのごみ箱は置いてあ

るというようなお答えをいただいております。私どもが調査しましたところ、

特に構内等にごみ箱がなくなったことによって周辺のごみがふえたという実態

は把握してございません。 

 特にごみの問題につきましては、確かに事業者の責任というのもございます

が、個人のモラルの問題、例えば買った雑誌、新聞は家に持ち帰っていただい

て、資源ごみとして出していただく。やはりそういう生活習慣というのを個人

個人が持っていただかないと、本当のごみの減量化というのは進んでいかない

のではないかと。買ったものは捨ててしまうということでは進んでいかないと

思います。中には家に持って帰れないような雑誌を購入される方もいられるか

と思いますが、基本的にはやはり自分でお買いになった雑誌、新聞等は家にお

持ち帰りになって、そこで資源のごみとして出していただく。そういうライフ

スタイルといいますか、そういうのを基本的に皆さんが持っていただかないと、

ごみ箱があるからそこに捨てるのだということでは、やはりごみの減量化には

なかなか結びついていかないのではないかと。そういう意味でも、市長が登壇

でご答弁申し上げましたように、市としても駅前のごみ箱を撤去する。それで



自分が出したごみというのは、事業者の責任もそうでございますが、個人にお

いても、やはり個人の責任において適正に処理していただくというのが基本だ

と私どもは考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 事実の確認なのですけれども、では、小田急線の売店

の近くにごみ箱があるというふうな形で認識してよろしいわけですか。 

 

◯加藤恒雄環境部長 売店のところに、本厚木駅はたしか２カ所ですか、愛甲

石田駅は１カ所。これは私どもの方も缶類等を販売するところにはそういう置

き場を設けなさいという条例の規定がございますので、これはぜひ設けてもら

わなければいけないということで、小田急は売店のところにはごみ箱を置いて

あるという報告を受けております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 これは缶、瓶、もしくはペットボトルについては当然

あるわけですけれども、ごみ箱は置いていません。これはきのう、きょう置い

たなら別ですけれども、先週一応確認いたしまして、私の確認した限りでは置

いていません。では、もう１度お願いいたします。 

 

◯加藤恒雄環境部長 言葉が足りませんで済みません。ごみ箱といいますか、

缶、瓶類の回収容器は置いてあるということです。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。基本的には買った者がそれを処理する、

家まで持って帰っていただくことが原則と言われましたけれども、私は売った

方の責任もかなりあるのではないかというふうに考えておりまして、それでは



例えば旅先で、もしくは出張先で、部長などもコンビニとかで弁当を買うと思

うのですが、どこかに出かけるときにコンビニ弁当を買いましたと。それに対

して、それまで家に持って帰るというふうなことで……。 

 これは別に極論ではなくて、私は雑誌に関しても、例えばガムの包み紙に関

してもすべて同じだと思うのですけれども、基本的に持って帰れるものは持っ

て帰っていただいても結構なのだけれども、売る側に対してもきちんとそのよ

うな……。例えば私の見る限りでは、先ほども言いましたけれども厚木市みん

なで守る美しい環境のまちづくり条例をもう１度読み返していただきたいので

すが、その本旨に照らしますと、やはり事業者の責務といったものがもう少し

明確に問われてもいいのではないかなと考えるわけですが、この点については

いかがでしょうか。 

 

◯加藤恒雄環境部長 確かにそういう問題もございます。私も一般論で申し上

げましたことでございます。事業者の責任においてなすべきことも、当然これ

はやっていただかなければいけないというぐあいには考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 しつこくは言いませんけれども、当然わかるわけです

ね、テロに対するもので小田急線が行ったと。私も小田急線を使っていますか

ら、例えばそれに対してごみ処理の負担などで値段が上がってしまうとか、そ

ういうふうなものを考えればいろいろ複雑な事情もあると思うのですけれども、

やはり例外なくそういうものに当たっていただきたい。 

 例えば、今回通告していませんけれども、放置自転車税に対して豊島区が行

って正式同意したというふうなことがきょう配信のニュースで出たわけですが、

本厚木駅周辺で自転車に対して無料であれだけ大量の駐輪場があるというのは、



ほかのところでは余り目にしない。それぐらい、例えば市の税金を使って駐輪

対策をやっているわけですけれども、ほかの自治体においては、こうした放置

自転車に対して、それを利用している鉄道会社、ＪＲや私鉄などに対しても負

担を求めていこうという動きがあるわけですね。それをしようと言っているわ

けではないのですけれども、やはり厚木市としても事業者責任をきちんとやっ

ていただけたらなと。もしくは、これからさまざまな問題が出たときにも、や

はりそうしたものは考えていただきたいと考えております。 

 それでは、質問を移らせていただきます。役所の手数料及び使用料について

の質問なのですけれども、市長の施政方針には「住民票の写しの交付申請など

ができる電子申請システムの一部試行により市民サービスの向上を図ってまい

ります。」とこれは、６ページにあるわけですけれども、例えば銀行において、

同じ振り込み機でも機械で行うのと窓口で行うのと手数料が異なるように、電

子申請システムの導入、これから先の話かもしれませんが、こういったものに

より出た差益の還元というふうな視点に立つならば、例えば窓口とそういうふ

うなところが値段が違ってもよいのではないかと考えるわけですが、この点に

ついてはいかがでしょうか。 

 

◯木村正彦市政企画部長 電子申請システムの開発に関係した件は企画の方が

所管しておりますので、私から申し上げます。 

 現在 34市町村で県市町村電子自治体共同運営協議会という協議会を設けてお

りまして、申請手続における電子化について検討してございます。この申請手

続が電子化されますと、今ご質問ございましたように、手数料等が安くなるの

ではないかというお話でございますが、作成の交付の方法につきましては従来

どおりということで、申請手続を電子化するシステムでございます。一部平成



17 年度から試行的に実験的に行われるということは聞いてございますが、平成

18 年度以降、本格的に導入する中で、当然手数料の問題も議論されてくるとい

うふうに考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。手数料などについては、それ以前の問

題として政令で定めてあるというふうなことがあるわけですけれども、例えば

手数料条例、厚木市の場合、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で定め

られているもの、これが 26 件。県下統一的に運用しているもの、これが 65 件

あって、厚木市独自に定めているものとして 15 件ある。この 15 件については

県内の特例市及び近隣市で同額の料金設定としてあるわけですけれども、この

15 件の内容の中からそれぞれの証明書について幾つか出していただければと思

うのです。 

 

◯高瀬賢士市民部長 住民票が一番わかりやすいかと思うのですが、この住民

票の交付手数料につきましては、目的が特定の人が特定の目的に使うという目

的もあるし、受益者負担という考え方もございます。交付するにおきましては、

いわゆる人件費、物件費等のコストを積算して、それで単価を決めているわけ

ですが、今現行、住民票ですと 300 円の手数料をいただいておりますが、実際、

最近変更した時点では平成 10年４月１日から現行の 300 円になっているわけで

すが、この当時の積算コストは 358 円という形で、一応 58 円については裁量の

範囲で下げている。また、この 300 円につきましても、県下で窓口連絡協議会

というのがございますけれども、その中でもある程度統一した方がいいのでは

ないかというような議論も出て、大体県下ほとんどの市町村につきましては手

数料が 300 円という状況になってございます。 



 

◯３番 佐藤知一議員 ちょっと私の質問の仕方が悪かったようですけれども、

わかりました。それはまたちょっと後で関連しますけれども、独自に定められ

ているものとして 15 件あるということで、今代表的なものとして住民票と言わ

れたわけですが、この住民票のほかに、一般的に使用するようなものとしてど

んなものがあるのか、幾つか挙げていただきたいと思います。 

 

◯山口祥之財務部長 手数料の中で、いわゆる政令、あるいは県の条例等に基

づくもの以外で市で定めておりますものにつきましては、ただいま市民部長が

申し上げましたような住民票に係る関係がございますし、そのほか税関係で市

税の証明であるとかそういった証明、主にはそういうもので、税関係でも数種

類ございますので、そういうものを合わせますとその数になるということでご

ざいます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございます。済みません。 

 市税証明であるとかさまざまなものがあるということで、先ほども答弁の中

で、住民票は手数料 300 円だけれども、実際は 358 円かかっているというふう

なことでした。必ずしも値下げをした方がいいという、答弁の中でも値下げで

きるものについてはしてほしいというような趣旨で言ったわけでして、考え方

は幾つかあると思うのですけれども、例えば県内特例市及び近隣市で同額の料

金設定というようなものがあって、やはり市が異なるとこうした住民票の料金

は違うよりも同じであった方がいいのではないかという考え方が１つあると思

うのですが、もう１つとしては、例えば厚木市はＩＴのまちあつぎというよう

なものを先駆的に掲げているというようなことがあって、そうしたものを活用



すると、やはり最初のころは初期コストが余計にかかるかもしれませんが、そ

うしたものを整備した後はコストが下がっていくことを当然目標としてやって

いただきたいのですが、なったときに、ほかの市町村より例えば厚木市は 50 円

安いとか、それは国の方で市独自の裁量でやってもいいですよと言われている

と、私はそういうふうに思っている、調べた限りはそうなっているのですが、

そうなっているのであれば、やはりそうしたものも検討していく時期ではない

かなというふうに考えるのですが、こうしたものについてはいかがお考えでし

ょうか。 

 

◯高瀬賢士市民部長 ＩＴを駆使していけばコストが下がるというようなお考

えでございますが、これは実際ＩＴを駆使するには相当の設備投資も必要なわ

けですから、その点を考えて、厳密に言えば、そのソフトあるいはハードの部

分で、ハードの部分についてはどのくらいの時期の償却期間を持っていくか。

またソフトについては、日々いろいろ変わっていく社会情勢などにいかに適用

させていくかのソフトのチェンジの問題もございますから、そういうものを考

えると必ずしも、それとあと人件費が当然伴うわけですから、それについては

必ずしも、下がっていくというような考え方もあるかもしれませんけれども、

現実にはそういうのはちょっと難しいかなと。 

 企業みたいに生産性を高めるために機械化とかをしていくのについては、量

産ができれば当然１個のコストは下がっていくというものと若干違いまして、

行政で出している証明手数料等につきましては、あるということは予定してい

ますけれども、それを 1000 件とか 2000 件とか期待して制度を設けているわけ

ではございませんので、その辺、ちょっとはっきりは言えませんが、必ずしも

コストが下がるというような議論にはならないかと思っております。 



 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 では、ちょっと視点を変えてですけれども、例えばほかの自治体などにおい

ては、住民票であるとかそういったものの自動交付機といったものがあります

ね。窓口が閉まっているときでも、それにカードを入れれば出てくる。そうし

たものに対して厚木市は、私のあれですとまだ普及していないというふうに思

うのですけれども、普及しているのか、もしくはこれからそういう予定がある

のか、もしくは研究をしているのかということについてお答えいただければと

思います。 

 

◯高瀬賢士市民部長 自動交付機につきましては全国数都市で実施していると

思いますが、厚木市におきましても自動交付機を導入したらいいかというよう

な考え方は持ってございますが、まだコストの面、あるいは手続の面で、入れ

る場合については本庁だけでいいのかとか、そういう議論も当然必要でござい

ますので、今後十分研究して、市民サービスに直結したものであれば、そして

またコストが安いものであれば、導入に向けて研究していきたいというふうに

考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。住民票は 358 円かかるという

話で、例えば大学など、そういう自動交付機を使ったときに、大体卒業証明書

とかは 200 円ぐらいで出てくる。そういうのとあわせると一般市民がちょっと

高いなと思うようなこともわかりますし、部長のようにそれぞれのものがある

ので設備投資をすると高くつくということもよくわかりますが、いずれにせよ

説明責任というふうな形で、市民にも高いなというように思ってもらわないよ



うにというのもどういう施策をすればいいのかあれなのですけれども、わかっ

ていただけるような努力をしていただく。それとそうしたものの手数料などに

ついても十分検討していただきたいというふうに考えております。 

 次に、学校及び地域での安心安全についてということですけれども、それぞ

れの学校に設置される予定の防犯カメラというものが話題になっているのです

が、これについて、ちょっと詳細についてご説明いただければと思います。 

 

◯鍵和田敏雄教育総務部長 防犯カメラでございますけれども、現在モデルケ

ースとして緑ヶ丘小学校に設置をしております。大体同じようなシステムにし

たいと思っておりますので、そこの部分でご説明させていただきますと、防犯

カメラとセンサー、これは門の入り口でございます。それから職員室にモニタ

ーを設置いたします。具体的に申し上げますと、その門を通過するときにセン

サーに当然引っかかるわけですけれども、そうしますと職員室のモニターに人

が映し出される。同時にというよりもその前に光と音が鳴りまして知らせる、

こういったシステムを考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。これについてはほかの議員

も後ほど何か触れられるということであるのですけれども、例えば厚木市の教

育改革プランといったようなものがありまして、開かれた学校への改革という

ことと安心安全確保といったものがあるわけですが、非常に難しい問題だと思

うのですね。地域と連携をして開かれた学校にしていきましょうと。こちらの

方でも外部評価を取り入れたりというふうなこともあるわけですけれども、一

方では、安全を確保していくためにはある程度外部からの、例えば不審でなく

ても普通の方が入ってきたら、それに対して抑止をするのか否かというような



ことなのですが、判断基準もさまざまあって難しいとは思うのですが、私自身

もどうしたらいいということが提案できない。それはなかなか難しい問題だと

思うのですけれども、教育委員会としてどのような視点でこうしたものに対応

していくのか、ちょっとご意見をお聞かせください。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 議員ご指摘のように、教育改革プランでは６つ

の方向性を示しておりまして、家庭の教育力の向上、いじめや不登校、青少年

の問題行動への対応、３つ目に学習意欲の喚起、４つ目に開かれた学校への変

革、それから５つ目に児童・生徒の安全確保、６つ目に地域教育の活性化と挙

げておりまして、開かれた学校というのは、今議員ご指摘のように、地域と連

携して学校が進んでいくという内容でございまして、子供の視点からすれば、

学校の中で学んでいる子供たちが、保護者だけでなくて地域の人々に支えられ

て今ここで勉強しているのだという安心安全の認識を持てるような学校づくり

ということでございまして、そのためにも、今議員おっしゃったように、不審

者には開かれた学校にならない、地域には開かれた学校になっていく、そうい

う考え方であります。 

 ただ、今具体的な場では、この方は不審者なのかどうかというような見きわ

め等は、いろいろなシステムを使いながらでも難しい面はあるかもしれません

が、ただ、そういうふうに地域に開かれて、学校が十分にいろいろな地域の方々

と心と心が結ばれている、きずなができているということであれば、おのずと、

これは不審者だというふうな見きわめができていくのかなというふうに思って

おります。 

 先年、ワシントンへ行ったときに、ワシントンの学校で、あっ、これは子供

がかわいそうだなと思った光景を見ました。それは学校の周りが４メートルぐ



らいの鉄条網で囲われていて、そして入り口は道路に面したところに１つで、

そこもかぎがかかっている。そしてもうある一定時間になったら完全に閉めら

れて、決められた時間以外出入りできないというような学校を見ましたけれど

も、そういうことにはならないように、この改革を推進していきたいというふ

うに考えております。ご理解いただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。本当に非常に難しい状況だ

と思います。何かをいいと思ってやっても、それが裏目に出てしまうこともあ

ったり、そうでなかったり、いろいろあると思います。 

 今もちょっとワシントンの例が出たわけですけれども、私も先日、ニュージ

ーランドに行ってちょっと印象的だったのは、下校時に子供たちが当番を決め

て、こういうセーフティベストみたいなものを着て横断歩道のところに立って、

緑のおばさんみたいなことを交代でやっているのですね。しかも１人ではなく

て集団で。それが道のそこここに立っていて、終わってから大人たちと一緒に

引き揚げていくというようなシステムがありまして、これもまた例えば事件が

起きると問題視されるかもしれないのですけれども、脅すわけではないのです

が、見ていて非常にいいかなと。ある地域では子供たちが見回りをして、自分

たちよりもっと下の子供たちの安全を守るというような試みもあるところもあ

ると聞いています。 

 質問を変えます。各学校に副校長が配属される予定とのことですけれども、

例えば地域と学校、教育委員会や市長部局との間を取り持つ存在としての期待

も大きいわけですが、具体的にはどのような役割を行うのか。例えば学校の安

全に限ってというふうな形で結構ですけれども、お答え願えればと思うのです。 

 



◯鍵和田敏雄教育総務部長 最初にお断りしておきますけれども、今各学校に

とおっしゃいましたが、そうではなくてモデルケースということで、小・中学

校各１校ということでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 この副校長の設置の目的といたしましては、既にインターネット等で出てお

りますのでごらんになられていると思いますけれども、学校と地域、あるいは

企業、大学、高校、こういったところとの連携を通しまして、特色ある学校づ

くりの推進、あるいは教育改革のさらなる推進、こういうことを目的にしてお

りまして、今お尋ねのございました児童・生徒の安心安全、これも重要な職務

の１つとなっております。 

 具体的な部分で申し上げますと、登下校時の安全指導、あるいは通学路の安

全点検、あるいは安全の確保、それから校内の安全体制の確立だとか、さらに

安心安全なまち会議だとか、あるいは青少年健全育成会等に出席をして、学校

の事情、あるいは地域からのいろいろな情報を逆に学校の方に伝える、こうい

うふうな役割を想定いたしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。 

 また、地域と学校の安心安全を考えるには、安全サポーターも検討している

というふうなことなのですけれども、もし導入されるとしたら非常に存在も重

要になってくるというふうに考えるのですが、そのあたりについてもちょっと

ご説明いただければと思います。 

 

◯鍵和田敏雄教育総務部長 佐藤議員も登壇で、これからは学校と地域の連携

は非常に大事だというふうにおっしゃっておられましたけれども、まさにその

例でございまして、地域の方々に呼びかけをいたしまして、学校周辺のパトロ



ール、あるいは登下校の時間に合わせて通学路に立っていただいて声かけをし

ていただく。その際にセーフティベストを着ていただくというようなことで、

地域の方々の力をおかりして児童・生徒の安全確保に努めていきたいというこ

とでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 もう１つちょっと同じような質問で恐縮なのですけれ

ども、セーフティミラーが設置されるということが市長の施政方針にも出てき

たわけですが、これについてはまだ検討段階なのかどうなのかわかりませんが、

ちょっとどういうものなのか、ご説明していただければと思うのです。 

 

◯飛鳥井光治安心安全のまち担当部長 セーフティミラーにつきましては学校

の通学路の安全を確保するということでございまして、登校、下校中におけま

す死角をなくそうということで、モデル的に設置をしていくという方向でござ

います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。ぜひさまざまな施策を打って

いって、実現しなければわからないようなこともたくさんあると思いますので、

そうしたものに非常に期待いたします。 

 次に、少子化対策について質問させていただきます。 

 少子化対策というのは、登壇でも申したのですけれども、児童福祉の部分だ

けではなくて、さまざまな部局が協力していっていただきたいというふうに考

えるわけですけれども、こちらの方にも男女共同参画計画といったようなもの

があるわけですが、男女共同参画の中でリプロダクティブ・ヘルス／ライツと

いうのがありまして、この中のキーワード用語解説にも出てくるものなのです



が、もう余り時間がなくてあれなのですが、やはりこれまでは子供たちが健や

かに育つように、例えば保育所の充実、待機児童ゼロ、これも非常に重要なの

ですが、やはりこれからは、それが十分確保された上でのことなのですが、い

つ何時子供を産むか産まないかを選ぶ自由について保障していこうではないか

と。これがこのリプロダクティブ・ヘルス／ライツ。こちらにも書いてあるわ

けですけれども、こうしたものに対して男女共同参画課の方でも取り組まれて

いるわけですが、市民部としてこうした取り組みをちょっと説明していただけ

たらと思うのです。 

 

◯高瀬賢士市民部長 今議員が述べられましたリプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツそのものの取り組みでございますが、男女共同参画課といたしましては、

特別これを取り上げてこの事業というような形では実施してございません。 

 

◯齋藤仁礼議長 佐藤議員、まとめてください。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。時間もあと１分となりました。

本当はこの少子化対策を一番強く打ち出したかったわけですけれども、これま

でのように児童福祉のみならずほかの部分からも視点を当てて、ぜひ少子化対

策に本気で取り組んでいただきたいと考えています。 

 本日はどうもありがとうございました。以上で質問を終わらせていただきま

す。 

 

◯齋藤仁礼議長 ここで 10 分間休憩いたします。 

     午前９時 49 分  休憩 



──────────────

 


