
2005.06.10 : 平成 17 年６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 市のアカウンタビリティー（説明責任）について 

 （ア）まちづくり政策フォーラムの成果と課題は何か。 

 イ 行政評価の進捗状況について 

 （ア）事業仕分けを行い事務事業のスリム化につなげてはどうか。 

 ウ 個人情報保護について 

 （ア）取り組みと、庁内ＬＡＮなどへの情報セキュリティの現状は十分か。 

 （イ）踏み台を目的とした不正アクセスやウイルス、ワーム対策はどうか。 

 エ 持続可能な発展と環境型社会の構築について 

 （ア）厚木市環境基本計画の進捗状況は。 

 （イ）構成団体としての新アジェンダ 21 かながわに対する本市の取り組み状

況は。 

 （ウ）環境の視点から見た農業政策への取り組みはどのようなものか。

 

 

 

 

※ 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。 



2005.06.10 : 平成 17 年６月定例会（第３日） 

 

◯齋藤仁礼議長 ただいまの出席議員は 28 名で定足数に達しております。 

 ただいまから６月定例会第３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。通告に従いまして一般

質問を順次させていただきます。 

 さて、国会でのノーネクタイ、ノー上着を受けて、昨日の我が議会も、そし

て、ただいまもそうですけれども、理事者の方たちが一斉に上着をとっての一

般質問となりました。国会においては、ノー上着で登庁したため、小泉首相が

バッジをつけ忘れるというようなハプニングもあったそうですけれども、昨年

行われました参議院議員選挙の後、初当選いたしました我が党の喜納昌吉議員

も、ノータイ、ノー上着のアロハシャツ、いわゆるかりゆしウエアで議場に入

ろうとしたところ、とめられるというハプニングがございました。昨年７月の

ことです。技術者や研究者、そして調理師のような職人も昔からノーネクタイ

ということで、肩書より実力が優先される社会においては、昔からノーネクタ

イというようなことです。 

 ノーネクタイについての賛否もあると思います。厳粛さと誠実な議論が求め

られる議会においては、皆が正装をすることによりつくり出す環境が真摯なや

りとりを生む１つの要因となるかもしれません。今後、検討していったらいい



のではないかと思っております。 

 さて、質問事項に入ります。 

 近年、アカウンタビリティーという言葉が一般用語として定着してまいりま

した。これはもともとアカウンティング、説明と、レスポンシビリティ、責任

という単語をつなげた、いわゆる合成語でございます。本市を含めた市民から

集めた税金を使って行政サービスを行っているという立場から、市民に対して

のアカウンタビリティーを果たす責任があると言えます。 

 そこで、本市は説明責任を果たすべく、先日５月 28 日、平成 17 年度厚木市

重要事業マニフェスト・まちづくり政策フォーラムを開催いたしました。そこ

で、成果と課題についてご説明をお願いいたします。 

 次に、行政評価の進捗状況についてお尋ねいたします。 

 １年間の試行を経て本格導入を迎えた現在、どの程度これが進んでいるのか、

お聞かせください。 

 また、これにあわせまして、事業仕分けを行い、今後の事務事業のスリム化

につなげていってはどうかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。 

 都道府県では旅券の発行など仕事の８割、市町村では戸籍など４割を占めて

いた機関委任事務の制度が、2000 年４月に地方分権一括法が施行され改められ

ました。明治以来、国が地方自治体を下部機関とみなし、国の事務を一方的に

代行させたと言われる制度でした。国は、法律に規定がなくとも通達という形

で細かく指示をし、自治体を従わせたと言われていますが、地方分権一括法に

よりこれは廃止され、廃止後は自治事務と法定受託事務に振り分けられました。 

 自治事務は、地方分権一括法で機関委任事務が廃止されたのに伴い、地方自

治体がみずからの裁量によって自主的に行えるようになった事務でございます。

600 を超えた機関委任事務の約 55％が自治事務に変わりました。一方では、地



方分権一括法では国の自治事務に対する是正要求も認められ、自治体では改善

義務を負うことになり、分権に逆行するとの批判もあるものでございます。主

な自治事務は、都市計画の決定、農業振興地の指定、飲食店営業の許可、病院

や薬局の開設許可、土地改良区の設立許可、建築確認、建設業、宅地建物取引

業の許可、小・中学校の学級編制や教科書の選定、就学校の指定、身体障害者

手帳の交付などでございます。 

 法定受託事務は、地方分権一括法で機関委任事務が廃止されたことに伴って、

廃止後に自治事務と区別して組みかえられた事務をいいます。本来は国が果た

すべき事務でありますけれども、事務処理の効率性や利用者である国民の利便

性を考慮して、地方自治体で処理するように法律や政令などで特に定めた事務

で、国が自治体に処理を委託する形をとっております。主な法定受託事務は、

国政選挙の事務、旅券の交付、国の指定統計、国道の管理、生活保護の決定と

実施などです。 

 法定受託事務には、これまで地方自治体が自治事務にすべきであると主張し

ていたものもまだ多く含まれております。こうした意味におきましても、事業

仕分けを行うことで今後の事務事業のスリム化のみならず、めり張りをつけた

わかりやすい市政になるものと思いますが、いかがでしょうか。お考えをお聞

かせ願いたいと思います。 

 さて、マスコミの注目を浴びた個人情報保護法がこの４月から全面施行され

ました。厚木市においては、電子市役所宣言を行う以前よりＩＴによるまちづ

くりを掲げ、先進的な取り組みを行ってまいりました。平成 13 年には厚木市Ｉ

Ｔ戦略会議を設置し、ＩＴのまちあつぎアクションプラン 50 をベースに、市民

サービスの向上、産業の振興、事務の合理化などを推進してまいりました。こ

うしたＩＴを用いた政策、施策、事務事業を行うに当たり、個人情報保護の対



策についてお尋ねいたします。 

 個人情報保護法を受けた取り組みと、庁内ＬＡＮなどへの情報セキュリティ

の現状は十分か。また、踏み台を目的とした不正アクセスやウイルス、ワーム

対策はどうか、お答えください。 

 次に、持続可能な発展と循環型社会の構築についてお尋ねいたします。 

 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。一般に、次世代へ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言いますが、この概念は、環境と開発、

発展はお互いに相反するものではなく、共存することも可能であるとしてとら

えて、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立つもので

あります。1999 年７月 16 日から施行された食料・農業・農村基本法による 21

世紀の持続可能な農業とは、これまでの農業とは違う大胆な政策転換への試み

であると言われています。 

 本年２月議会においても、持続可能な発展に関する質問をさせていただきま

したが、今回は厚木市環境基本計画の進捗状況、構成団体としての新アジェン

ダ 21 かながわに対する本市の取り組み状況、環境の視点から見た農業政策への

取り組みはどのようなものかの３点についてご答弁をお願いいたします。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 市のアカウンタビリティー（説明責任）について 

 （ア）まちづくり政策フォーラムの成果と課題は何か。 

 イ 行政評価の進捗状況について 

 （ア）事業仕分けを行い事務事業のスリム化につなげてはどうか。 

 ウ 個人情報保護について 



 （ア）取り組みと、庁内ＬＡＮなどへの情報セキュリティの現状は十分か。 

 （イ）踏み台を目的とした不正アクセスやウイルス、ワーム対策はどうか。 

 エ 持続可能な発展と環境型社会の構築について 

 （ア）厚木市環境基本計画の進捗状況は。 

 （イ）構成団体としての新アジェンダ 21 かながわに対する本市の取り組み状

況は。 

 （ウ）環境の視点から見た農業政策への取り組みはどのようなものか。 

 以上、よろしくご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 （登壇）ただいま佐藤議員から、市のアカウンタビリティー

について、まちづくり政策フォーラムの成果と課題は何かとのお尋ねでござい

ますが、このフォーラムは、平成 17 年度の施政方針に基づく政策や重要事業に

ついて、市民の皆様にわかりやすく説明し、より理解を深めていただくことを

目的に開催したものでございます。ご参加いただきました多くの市民の皆さん

から、福祉、環境、教育など幅広い事業について説明をいただき、大変よくわ

かった、市の政策を自分の身の回りの問題として改めてとらえるよい機会とな

った等のご感想をいただき、身近で親しみのある市政を実感していただけたも

のと考えております。 

 なお、今後におきましても、１人でも多くの市民の皆さんに市の事業をご理

解いただくためのさまざまな方策を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、行政評価の進捗状況について、事業仕分けを行い事務事業のスリム化

につなげてはどうかとのお尋ねでございますが、事務事業のスリム化につきま



しては、これまでも行政改革の推進を初め、平成の大改革による事務事業の見

直しを断行するなど積極的に取り組んでおり、さらには本年度から本格導入い

たします行政評価の活用により、より一層の成果を期待しているところでござ

います。 

 事業仕分けにつきましては、事業そのものの必要性の有無や、国、県、市ま

たは民間の事業分担の仕分けを行い、市民にとって最も適切なサービスの担い

手はだれかを明確にし、スリム化につなげる手法と認識いたしておりますが、

まずは現行の取り組みによる成果を上げることが必要であると考えております

ので、今後におきましても、これらの取り組みを基本に推進してまいりたいと

存じます。 

 次に、個人情報保護について、取り組みと、庁内ＬＡＮ等への情報セキュリ

ティの現状は十分かとのお尋ねでございますが、庁内ＬＡＮの情報セキュリテ

ィにつきましては、厚木市情報セキュリティポリシーに基づき、信頼性、安全

性の高い情報ネットワークを導入するなど必要な対策を講じております。さら

に、名札と身分証明書を兼ねたＩＣカードによる職員認証システムの導入等に

より、高度な情報セキュリティが十分に確保されているものと考えております。 

 次に、踏み台を目的とした不正アクセスやウイルス、ワーム対策はどうかと

のお尋ねでございますが、インターネットからの不正な侵入やコンピュータウ

イルスの感染を防ぐため、複数の防御システムを設置し、安全の確保に努めて

おります。また、職員が利用している個々のパソコンにつきましても、ウイル

ス等の発見や駆除をするソフトウエアを組み込み、万全を期しております。 

 次に、持続可能な発展と循環型社会の構築について、厚木市環境基本計画の

進捗状況はとのお尋ねでございますが、環境基本計画につきましては、本市が

目指す将来の望ましい環境像である「みんなでつくる、人と自然が共生した環



境にやさしいまち」の実現をさらに推進していくため、昨年３月に基本計画を

改定し、市民一人一人が住みよいと感じることができるよう各種の施策を実施

するとともに、適切な進行管理に努めております。また、各施策の進捗状況に

つきましては、毎年、環境報告書として市民の皆様に公表しているところでご

ざいます。 

 次に、構成団体としての新アジェンダ 21 かながわに対する本市の取り組み状

況はとのお尋ねでございますが、新アジェンダ 21 かながわにつきましては、神

奈川県が平成 16 年３月に策定したもので、県民や企業、ＮＰＯなどが行政と協

働して、神奈川の持続可能な社会を目指して取り組んでいく事項を示しており、

県民、県内企業、県及び県内の市町村などがその構成団体となっております。 

 本市の取り組みといたしましては、昨年３月に改定した環境基本計画や、本

市が一事業者及び消費者としての立場から率先的に環境負荷の低減に取り組む

ため、平成 13 年４月から実践しております厚木市環境保全率先実行計画を着実

に推進していくことが、ひいては新アジェンダ 21 かながわの目指すべき方向と

一致するものと考えておりますので、これらの取り組みを引き続き進めてまい

りたいと存じます。 

 次に、環境の視点から見た農業政策への取り組みはどのようなものかとのお

尋ねでございますが、農業は食料を供給する機能のほかに、国土を守り、水を

はぐくむとともに、豊かな自然環境や良好な景観を形成するといった多面的機

能を持っており、これらの機能を適切かつ十分に発揮していくためには、環境

に配慮した農業への取り組みが必要と考えております。したがいまして、今後

の農業政策につきましては、都市化の進展等に伴う農地の減少を最小限にとど

めるとともに、農地の高度利用化や環境に優しい栽培技術を振興し、限りある

資源を有効に活用する地域循環型農業が必要であると考えております。 



 

◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございます。私の登壇の中でも触れ

ましたとおり、上着を脱いで失礼させていただきます。 

 それでは、順番を変えて質問いたします。まずは個人情報保護についてです

けれども、近年、連日のように報道されております企業からの個人情報流出事

件を受けまして、市民の中には、要するに個人情報保護というのは顧客名簿管

理のことなのかと認識されている方も多いように見受けられます。これも間違

いではないんですけれども、個人情報保護法第２条第１項によると、定義され

ている個人情報は、単に顧客のものだけではなく、漏えいすることでその個人

に迷惑を及ぼす可能性がある「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）」と法律

にあるわけです。つまり、名刺や電子メールアドレスのほか、そこから個人が

特定できる可能性があれば、その人の顔写真や録音した声なども、ここで言う

ところの個人情報に含まれるということになるわけです。 

 例えば、皆さんも電子メールを使われるかもしれませんが、そのときに、返

信時に相手先のアドレスが見られるようなＣＣ、カーボンコピーの状況で送る

方が今でも時々見受けられるわけですけれども、こうしたケースへの対応とい

うのは、職員教育を徹底させることが重要だと考えているんですけれども、職

員に対するこういった個人情報保護の対策というものはどういうふうなことを

行っているのか、お聞かせください。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 お尋ねがございましたＣＣ等の電子メールにより

ます個人情報に絡みます漏えい対策につきましては、基本的には、厚木市が情



報セキュリティポリシーを策定いたしましたものの対策の基準といたしまして、

そういった個人情報のメールのアドレスを共有する方々の同意なしにはまずは

返信に使ってはいけないという基本的な操作基準を設けて、その漏えい対策に

努めているところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。 

 あと総務部長にお尋ねしたいんですけれども、きのうインターンシップのこ

とが出てまいりました。市内大学から４名、高校から７名の学生が訪れるとい

うことですね。市長部局と教育委員会の方に来られてお仕事をするということ

で、近ごろは民間企業やほかの自治体でもインターンとして、時には有給であ

ったり無給のボランティアであったりという形で受け入れているわけですけれ

ども、こうした学生たちも、例えば不用意に受け入れることによって、ひょっ

としたら今述べたようなことになるかもしれません。こうした方たちを受け入

れる側としてどのような対策をとっているのか、個人情報保護に関してお聞か

せください。 

 

◯伊東一男総務部長 インターンシップにおける個人情報保護法の取り扱いに

ついてでございますけれども、学生を受け入れる場合につきましては、学校側

とインターンシップ実施に関する覚書を締結してございます。その覚書の中で、

いわゆる守秘義務の規定を定めている。また、本市がインターンシップを受け

入れる条件といたしましても、期間内に知り得た個人情報は外部へ漏らさない、

そういうような条件もつけてございます。ただ、議員お話しのとおり、４月１

日から個人情報保護条例が施行されてございますので、特に学生を受け入れま



したときには、この法律あるいは条例による制約、規制等について十分説明を

してまいりたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。私も日々学生たちと接する機

会も多いんですけれども、不用意にそのメンバー一覧をＣＣで送ったりとかあ

るわけですね。恐らく学生の方たちも厚木市で働いて、その中で仲間をつくっ

て行っていくことも多いと思うんですけれども、その辺の注意を徹底していた

だけたらと思います。また、先ほども言いましたとおり、職員の方にもぜひこ

の辺は徹底していただきたいなと。私もついついそういうふうなことをやって

しまうことも多いわけですけれども、機械ですから、１度ボタンを押してしま

うと、ひょっとしたら後で取り返しのつかないようなことになるかもしれませ

ん。 

 質問を続けます。新システム構築のセキュリティの要件ということで、802.1

ｘによる強固な認証基盤、ＤＨＣＰへの対応、ユーザーの利便性を損なわない

シングルサインオンの実現、厚木市の紹介としてこういうふうなものがあるん

ですよということを言われていますけれども、ちょっと難しくなってしまうん

ですけれども、シングルサインオンというものについてちょっとご説明願えま

すでしょうか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 非常に専門的な用語でございまして、シングルサ

インオンというシステムそのものは、私どもの職員が業務システムを利用する

場合に、一般的にはシステムごとにパスワードを入れていくということが普通

でございますが、操作上、パスワードをその都度入れるということは極めて煩

雑な点もございます。そこで、本市の庁内ＬＡＮにおきましては、職員の利便



性と安全性を確保するために、すべての職員が身につけておりますＩＣカード

を活用いたしまして、さらに、１つのパスワードを入力するという総合行政情

報システムの運用の基本をシステム化したわけでございます。これによりまし

て情報の漏えいの防止に努めているということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 済みません。本当に専門的なことで、ちょっと迷った

んですけれども、シングルサインオンというのは、一々それぞれのデータベー

スとかグループウエアに入るたびにパスワードを入れて入らなくてもいいよう

なシステムですけれども、これに対して、例えば、パスワードということで、

私もいろんなところに入っていると、３カ月ごととか１カ月ごとにパスワード

を変更していないと、変更してくださいというメールがかなりしつこく来たり

とかするんですね。庁内においても、こうしたパスワードの変更というのはか

なり面倒くさかったり、難しかったり―私自身もすごく面倒くさいんですけれ

ども。忘れてしまったりしますしね。しかしながら、時代のトレンドというか、

そういうふうなことに携わる者は定期的にパスワードを変更しなければいけな

いということが常識ともなっているわけですけれども、こうしたパスワードの

定期的な変更について、庁内ではどのような対応をとっているのでしょうか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 庁内におきましてパスワードの定期的な変更につ

いてのお尋ねでございますが、本市の先ほど申し上げました厚木市情報セキュ

リティポリシーにおきましても、パスワードの定期的な変更について規定をし

ているわけでございますが、２月１日の電子市役所宣言以来、数カ月がたちま

した。そして、この４月に正式稼働いたしました電子決裁等がスタートしてお

ります。こういったことを踏まえまして、ちょうど７月を前にして見直しとい



うんですか、そろそろ定期的な変更の時期に来ているということでございます

ので、定期的なパスワード変更につきまして、ここで指示を徹底していこうと

思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 パソコンのセキュリティについて質問させていただき

たいんですけれども、これまでもお話を伺っていると、セキュリティはかなり

十分であるということも伺っています。しかしながら、それに頼っていてはど

うしても情報についての取り組みが十分ではないと見られてしまって、責任が

発生してきてしまうということもあるわけですね。 

 私も質問した中で、近年、踏み台といったものが用語として一般的に新聞な

どでも使われるようになったわけですけれども、踏み台とは何かということで、

市ではどのような形で認識しているか、確認のためお聞かせ願えればと思いま

す。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 今回の質問の中で踏み台という用語を用いられま

したことで改めて認識をしたところもございます。踏み台自体につきましては、

例えば、悪意のある者が特定のサーバーを攻撃する等々に使うために、間接的

にあるシステム、あるいはそういうコンピュータを活用して不正に侵入して、

不作為に第三者を攻撃するというようなことと認識をしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。この踏み台というのは本当に

問題になっていまして、例えば、よく銀行のカードとかで、不正にカードをつ

くって、何も知らないうちに大きな負債を負ってしまって、銀行はそれを補償

してくれないということが問題になったりしていますね。この踏み台というの



もそういうふうなことが時としてありまして、例えば、厚木市内のサーバーと

いいますか、庁内ＬＡＮに入り込みまして、どこかの―例えば外資系企業でも

いいです。外資系金融機関に対して攻撃を行う。外資系金融機関は、それに対

して、多大な損失、例えば何十億円というような損失を負ったとしたときに、

厚木市から攻撃が来ているから、その損失補てん、補償してくれというのは厚

木市に来るわけですね。しかしながら、厚木市としては踏み台とされて、どこ

から来たかわからないという状況になると、その補償をどこに求めていいのか

わからないということで、いつ何どきこのような損失、損害を抱えてしまうと

いうことにもなりかねない状況なのですね。 

 それほどセキュリティというのは非常に重要なことで、特に民間企業ではセ

キュリティ、防衛が十分ですから、厚木市は十分だということも聞いておりま

すけれども、セキュリティの弱い自治体に対してあるところが攻撃して踏み台

にして、それに対して外資系企業なり何なりが損害をこうむってしまうという

ことが現に起きているわけですね。ですから、今回もセキュリティについて厚

く質問させていただきたいという意図になったわけですけれども、続けて質問

させていただきます。そういった意図で質問しているということなので、ご了

解願えればと思います。 

 無線ＬＡＮとか携帯インターネットといったものにＩＴが広がっていくとい

うことで、市では、こうした無線ＬＡＮ、携帯インターネットに対するセキュ

リティ対策に対してどのように考えているのか、もう１度お聞かせください。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 本市では、基本的に庁内ＬＡＮは有線で行ってお

りまして、一部、教育関係等で情報の内容によりまして無線ＬＡＮを使ってい

るところも見受けられるようでございますが、いずれにいたしましても、総合



行政情報システムの庁内ＬＡＮにおきましては、まず有線を活用しているとい

うことをご承知おきいただきたいと思います。この無線ＬＡＮによります情報

の漏えい防止につきましては、再三申し上げております厚木市情報セキュリテ

ィポリシーに基づいたセキュリティ対策を講じておるとともに、基本的には、

庁内の事務には無線ＬＡＮを使用しないという基本方針でやっていきたいと思

っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。無線ＬＡＮについては、これ

は数日前の新聞ですけれども、もうこれからは有線ではなくて無線ＬＡＮが主

流になっていくだろうということで、恐らく遠からず厚木市としてもこういっ

たものを取り入れなければいけないということで、当然、民間とか国がこうい

ったものを研究していくわけですけれども、こういった情報にも敏感になって

いただきたいなと思っております。 

 先ほどの踏み台といいますか、不正アクセスに質問を戻しますけれども、先

ほどもサーバーに入り込んで操作を行う、ホームページの改ざん云々について

のご説明がありました。現在、厚木市でコンピュータウイルスを年間どれぐら

い防御しているのかという数字がありましたらお答えください。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 平成 16 年度１年間では、約３万件のコンピュータ

ウイルスつきのメールが送られてきたというデータがございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 通常はそういったソフトを導入しているんですけれど

も、コンピュータウイルスをどのように防いでいるのか、また、その防御につ



いては万全なのかという確認をしたいと思います。答弁をよろしくお願いしま

す。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 コンピュータウイルスにつきましては、二重のシ

ャットアウトをするということで、もちろんそれぞれのパソコン自体にもウイ

ルス防御のシステムを組み込んでございますし、入り込んだ時点でのファイア

ーウオールというシステムを導入しているということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。ファイアーウオールというこ

とで万全だということでありますけれども、毎年ある時期になると、インフル

エンザのようにパソコンの中でも新しいウイルスが蔓延していくわけですね。

私も、例えばメーリングリスト―１回メールを出すと何百人、何千人に電子メ

ールが振りまかれるものがメーリングリストというシステムでありますけれど

も、こうしたものを通じると、かなりウイルスが蔓延してしまうという状況が

あります。これも１つのソフトウエアを組み込むと万全というわけではなくて、

新種のウイルスがどんどん出てきて感染してしまう。知らないうちに感染した

ものがほかの人に感染して、風邪とかインフルエンザと同じなんですけれども、

ぜひともこうしたものに迅速に対応できるシステムにしていっていただきたい。

これは終わりがないものであると思います。 

 続けて、情報ということで、前後しますけれども、データの持ち出しについ

て、他市の状況ですけれども、時々新聞などでもございます。例えばフロッピ

ーディスクであるとか、もしくはＵＳＢの媒体、こういう小さいものでもフロ

ッピーディスク何百枚、何千枚というような容量が簡単に入れられるようにな



ってしまうわけです。ＵＳＢのケーブルを使ったものですね。こうしたデータ

の持ち出しについてどのようになっているのか、対策についてお答えください。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 本市では、厚木市情報セキュリティポリシーにお

きまして情報資産の取り扱いについても定めておりまして、基本的に職員がパ

ソコンから例えばフロッピーディスク等で利用ができないように設定をされて

おります。先ほど議員がお示しされたＵＳＢメモリーにつきましては、国、県

等のデータ交換など本当に一部の部分を除きまして、データを庁外に持ち出す

ということは禁止をしているということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。市長部局以外の教育推進部の方とか、

例えば学校などでもパソコンを使うことがあると思うんですけれども、こうし

たデータの持ち出しについてお答えください。 

 

◯能條 孝教育推進部長 基本的には市の対策と同じ基準で運用しておりまし

て、児童・生徒の個人情報にかかわるものについては、フロッピーディスクな

いしはＭＯドライブで処理する。そして、持ち出し、持ち込み禁止。それから、

学校では情報担当の教員がおりますので、この教員の管理のもとに、施錠でき

るものの中で管理しているという状況でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 現場の先生方もすごく大変で、仕事を家に持ち込んで

ということもひょっとしたらあるのかなと。私も、小さいころとか、家で先生

方が全部やった資料を次の日、朝一番で配るということもあるので、余りうる

さく言いたくはないんですけれども、個人情報保護法によって、時々、例えば



自分のパソコンを置いていって、生徒の個人情報が云々とニュースになったり

しますので、そういうことでちょっと聞きたいんですけれども、例えば今、市

長部局の方では、１人１台パソコンがあってという話、もしくはそれに向けて

ということですけれども、先生方に対してはパソコンの数はどのようになって

いるのでしょうか。 

 

◯能條 孝教育推進部長 学校のパソコンの整備状況ですけれども、１つはＰ

Ｃ教室で、中学校では 41 台、小学校では 21 台のＬＡＮを組んだＰＣ教室がそ

れぞれの学校にあります。それから、職員室に事務用のＰＣが今５人に１台か

３人に１台か、それくらいの割合なんですが、あります。そういう状況でござ

いまして、基本的にはその学校のパソコンで処理をするということでございま

して、個人情報については先ほど申し上げたことでございますが、今議員がお

っしゃった夜うちへ帰ってという部分は指導資料ですね。授業を行っていく上

での指導資料については、パソコンの台数だとか時間とかということの中で、

自分のノートパソコンでつくって、それを打ち出して授業に使うという教員も

おりますが、基本的にはその学校で、さっき申し上げたようなＰＣ環境の中で

仕事をしていくということを基本にしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。以前、市長部局の情報政策課

の方で聞いたら、厚木市内のサーバーに入ってくるメールの内容については、

すべて監視ができる状況になっていると伺っています。学校で使うようなパソ

コンについて、例えば中のメールの内容がすべて管理できるような―一元管理

というのも僕はどうかと思うんですけれども、こういう状況はしようがないし、



一般企業では当然行っていることなのでと思うんですけれども、学校について

はどうでしょうか。 

 

◯能條 孝教育推進部長 最初に、先ほどの事務用のパソコンの整備状況です

けれども、３人に１台ということでございます。よろしくお願いします。 

 それから、今の学校の教育ネットワークは、データセンターでホストマシン、

そこから各学校のサーバー、そして、そのサーバーの下にそれぞれのパソコン

がＬＡＮを組んでいるという設置状況でありまして、一番大もとのデータセン

ターのサーバー側は、きちっとそれをチェックできるようになっておりますし、

各学校に置いてありますサーバーでもチェックできる。教育委員会といたしま

しては、情報教育を推進する係がありまして、この係がそれぞれを監視してい

るという状況でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。わかりました。情報について

は、市政企画部の方にぜひ頑張っていただきたいと思っております。僕自身も

よくわからないこともたくさんあるんですけれども、例えばイギリスなどでは、

小学生がどこどこのサーバーに入って不正アクセスをして大金を巻き上げたと

か―巻き上げたというのは適切でないかもしれませんけれども、そういった事

件も起きているわけですね。子供たちはそういうのは非常に吸収が早い。まし

てやＩＴ関係を専門にしている大学生だったら、セキュリティが十分というお

話を私もいろいろ伺いますが、ひょっとしたら僕の友達なんかでも、頼めば不

正アクセスできるのではないか。これは防止法によって禁止されていることで

ありますけれども、そういうふうにみんな見ているわけですね。ですから、慎

重には慎重を期して、ＩＴのまちあつぎですから、ぜひともインターネットセ



キュリティを行っていっていただきたいと思っております。 

 次に、持続可能な発展と環境型社会の構築についてということで、厚木市環

境基本計画の進捗状況について質問します。 

 環境基本計画の進行状況というのは現在どのようになっているか、お答えく

ださい。 

 

◯加藤恒雄環境部長 環境基本計画の進捗状況につきましては、環境基本計画

の中で市が行う施策として百数十項目、さらには市民、事業者、あるいは団体、

組織、これらが取り組んでいただくべき内容についてもこの計画の中に盛り込

んでおります。これらの進捗状況あるいは進行管理につきましては、庁内の次

長を中心とします環境基本計画推進会議を開催いたしまして、庁内を横断的に

この進行管理を行っているところでございます。環境問題は環境部の所管の事

業のほかに、すべての所管の事務事業に関連するものでございますので、環境

基本計画推進会議を通して、すべての施策に環境という１つのキーワードを持

って進めていただきたいということもお願いしておるところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。市長答弁にもありましたけれ

ども、新アジェンダ21かながわに対する取り組みもこれと非常に重なっている。

これを進めることによってその目標が達成できるんだという言葉もありました。

ぜひお願いしたいと考えております。 

 その次の環境の視点から見た農業政策への取り組みはどのようなものかとい

うことですけれども、これは農地法改正を受けたりとか、これから求められる

べき農業といったものが変わってきているのではないかということでありまし

た。先月も雨不足、その後、雨が降って事なきを得たんですけれども、玉川と



か小鮎、荻野の方々からお電話をいただいて、どこどこの水を使わせてくれと

いう要望も幾つかありました。結局、その後、雨が降って事なきを得たんです

けれども、なかなか実入りが少ないと言われる農業の方々の中で、こうしたこ

とに対して行政がスムーズに対応できなければ離農していってしまうのではな

いかという心配もあります。時間がありませんので、要望という形でお願いい

たします。では、何かございましたら一言お願いします。 

 

◯原 隆産業振興部長 本来、農業というものは循環型社会の実現に大きな役

割を果たしてきたものでございますけれども、近年の大量生産とか省力化、そ

ういった中で、化学肥料とか農地の荒廃とか、そういったことで生態系を乱し

てくるということもございますので、そういった対応と、それから荒廃農地の

有効利用ということで、環境に優しい農業を進めていきたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 次に、まちづくり政策フォーラムの成果と課題についてですけれども、私自

身も政策を勉強するのは大好きですから、とても興味深く拝見させていただき

ました。いろいろ課題とかもあって、要望とかを聞きながら、ぜひ改善してい

って、また、これはぜひ続けていっていただきたいなと思っております。 

 １つだけ気になったんですけれども、ホームページを見ていて、佐々木信夫

中央大学教授の講演内容の掲載については早急に対応していただいたので、非

常に感謝しているんですけれども、28 日に行われたまちづくり政策フォーラム

というもので、質疑応答に対するホームページの対応は、朝見たらまだ対応で

きていなかったんですけれども、これも要望にしておきますけれども、ぜひと

も早急にお願いしたいと考えております。 



 次に、行政評価の進捗状況について質問させていただきます。 

 現在、行政評価についてはどのような状況になっているのか、お答えくださ

い。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 今まで試行をしておりました行政評価を本年度か

ら本格的に導入するということで、現在、平成 16 年度の実施計画事業 275 事業

を抽出いたしまして、これを対象とした評価を行う予定で準備を進めていると

ころでございます。また、それに伴いますデータの蓄積をさせていただく行政

評価システムの構築が現在進められている状況でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 行政評価について、職員に対する浸透というのが一番

の課題とされていたと考えておりますけれども、昨年度実施した試行期間と現

在までのことに対して、例えば階層ごとの職員への浸透状況についてご説明い

ただきたいと思います。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 試行の段階で課長評価、部長評価等を行ってござ

いますが、回答の状況、成果指標あるいは活動指標を見ますと、大部分の職員

が理解はできたものと判断しておりますが、さらに本格導入ということでござ

いますので、理解を深めるべく、さらに実態を把握する研修活動を行っていき

たいと思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。手元に資料とかいただいたわ

けですけれども、まだ未公表というか、公表しないという前提のものだと聞い

ております。ぜひともこれを続けていっていただきたいと考えております。 



 総合行政情報システムというものがありまして、電子決裁システム、文書管

理システム、財務会計システム、職員認証システム、職員ポータルサイト・グ

ループウエア、庶務処理システムに今回質問しました総合計画進行管理・行政

評価システムを加えて導入するということでありますが、この総合行政情報シ

ステムと行政評価のリンクについて、導入に至る詳細を教えていただけたらと

思います。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 総合行政情報システムにつきましては、段階的に

導入を行っておりまして、まず初めに、昨年の 10 月に財務関係システムのうち

予算編成システムを稼働させていただきました。また、本年２月の電子市役所

宣言に合わせまして、システムの基本となります職員認証、文書管理、そして

電子決裁並びに庶務処理の４つのシステムを稼働させていただきました。２月、

３月につきましては試行期間ということで、電子決裁併用でスタートさせてい

ただいたわけでございます。また、３月には職員ポータルサイト・グループウ

エアを稼働させていただきました。そして、この４月に正式に財務会計システ

ムの予算執行システムを稼働させていただきました。そして、今お尋ねがござ

いました総合計画進行管理並びに行政評価のシステムが今月中には稼働できる

のではないかということで、現在準備を進めているところでございます。 

 

◯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 どうもありがとうございました。通告よりもバランス

の悪い質問になってしまいましたけれども、要望を含めまして、ぜひとも今後



とも市政に力を尽くしていっていただきたいと考えております。質問を終わり

ます。どうもありがとうございました。 

 

◯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 

   ────────────── 

 


