
2005.12.08 : 平成 17 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 アスベスト（石綿）処理について 

 （ア）アスベスト（石綿）を含む家庭用品のごみ処理方法は適切か。 

 （イ）市内施設に使用されている石綿スレート等への対策及び処理方法は十

分か。 

 イ 公共サービス効率化（市場化テスト）について 

 （ア）戸籍の附票の写しや印鑑証明書などの窓口業務の民間開放について考

えているか。 

 ウ 耐震強度偽装問題について 

 （ア）現状の把握とその後の対応はどうか。 

 （イ）市民からの問い合わせはあるか。 

 エ 自治体ＣＩについて 

 （ア）行政デザイン戦略の１つとして、新たに市の花、市の鳥、市の魚を制

定したらどうか。 

 

 

 

※ 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。 



2005.12.08 : 平成 17 年 12 月定例会（第３日） 

 

   ────────────── 

     午後２時 42 分  開議 

 

◯森住 勉議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）民主党を代表し、通告に従いまして質問させ

ていただきます。 

 昨今、幼い子供たちを対象にした残虐な事件、社会モラルの欠如という言葉

だけでは到底納得できない耐震強度偽装問題等々がマスコミで連日報じられて

おります。行政としては、いかに少ない予算で幅広いサービスを提供し、市民

の幸福を追求することを命題として日々精進されておりますが、一たんこのよ

うな事件が起こりますと市民からの信頼も揺らぐことになります。行政から率

先してご理解をいただく姿勢を貫いていくことが今こそ求められることです。

こうした視点から質問をさせていただきます。 

 初めに、アスベスト（石綿）処理についてお尋ねいたします。 

 先議会においてもこの問題に触れさせていただきましたが、通告内容から

少々外れることから十分な議論を行うことができませんでしたので、改めて質

問させていただきます。 

 アスベスト（石綿）を含む家庭用品のごみ処理方法は適切か。 

 市内施設に使用されている石綿スレートへの対策及び処理方法は十分か。 

 この２点についてお考えをお聞かせください。 

 次に、公共サービス効率化（市場化テスト）についてお聞きいたします。 



 政府は 11 月 22 日、役所と民間企業が競争入札で行政サービスの担い手を決

める市場化テストに関して、住民票の写しや戸籍謄本など６種類の証明書類を

発行する地方自治体の窓口業務を入札対象とすることを決めました。来年の通

常国会に提出予定の公共サービス効率化法案には関連法案の特例として盛り込

むこととなり、希望自治体は早ければ来年度中にも民間会社への委託が可能と

なります。 

 今回入札対象となるのは住民票の写しや戸籍謄本のほか、外国人登録原票の

写し、納税証明書、戸籍の附票の写し、印鑑証明書の窓口業務であります。政

府の規制改革・民間開放推進会議（議長は宮内義彦オリックス会長）らが 22 日、

これらの窓口業務は住民のニーズが高く、利用時間延長や夜間、休日対応が可

能になれば利便性が向上するとして入札対象とするよう提案し、所管する法務

省、総務省が了解いたしました。また、これまでも同推進会議は、個人情報保

護など安全性に配慮が必要だが、民間企業による利用時間の延長や夜間、休日

対応が期待でき、住民の利便性が大いに向上すると両省に規制緩和を求めてま

いりました。 

 以上、戸籍の附票の写しや印鑑証明書などの窓口業務の民間開放について考

えているかについてお答えください。 

 次に、耐震強度偽装問題について質問させていただきます。 

 マンション、ホテルなどの建築物の耐震強度偽装問題が発覚し、過去に例を

見ない大きな社会問題となっております。官から民への流れの中で、規制緩和

によってもたらされた建築確認制度の問題点が浮き彫りになりました。国会で

は関係業者を呼んで参考人質疑が行われていますが、これまでに至った深刻な

状況をどの程度認識しているのか、責任のなすり合いに終始し、根本的な問題

の解決にはかなりの時間がかかりそうな気配さえ見せております。 



 いつ崩壊するともしれない欠陥マンションの居住者たちや影響を受ける近隣

住民の生命を最優先に考えなければいけません。まず住民の安全を第一に考え

た救済措置が国に対しても強く求められます。阪神・淡路大震災以来、建築基

準法の見直しや確認申請に対する規制緩和が行われ、確認事務が民間にも開放

されるようになりました。今回の事件は、さまざまなアクターのモラル欠如に

よって引き起こされたものであり、当事者である民間業者の責任を免れるもの

ではありませんが、行政の責任も問われなければなりません。そして、本来な

ら行政責任で行われるべきチェックが、悪いことはしないという性善説に立っ

て今回見過ごされたことになるわけです。 

 衣食住という生活に欠かせない三要素の１つで、中でも住宅は一世一代の大

切な買い物となります。それだけに日照、騒音などの住環境はもちろん、台風、

豪雨など地域の特性に耐え得る建築確認が行われ、特に地震国として安全性を

保つ耐震性能は強く要求されているのです。それが今回、耐震強度の偽装によ

って居住者、建築業界、国との信頼関係が根底から揺らいでいます。利益追求

の余り安全性が置き去りにされ、官も民も偽装の責任を重く受けとめようとし

なかったことが問題を大きくしてしまったと言えます。詐欺まがい、業界ぐる

みで進められたマンション、ホテル建築、特定行政庁が民間に委託している制

度上の問題も明るみに出ました。検査体制の不備も指摘されています。いまだ

広がりを見せる欠陥住宅などに対する信頼を取り戻すため、今後、政治が果た

すべき役割は国、地方自治体を問わず大きいものがあることは自明です。 

 このような重要なとき、ある政党の幹事長は講演で次のような発言をされま

した。ＢＳＥのときもそうだったんですけれども、対応に気をつけなくてはい

けませんよ。悪者探しに終始しますとマンション業界がばたばたとつぶれます

よ。不動産業界もまいっています。景気がおかしくなるほどの大きい問題です。



大変だ、大変だ、心配で寝られない、寝られない。寝られないでしょう、自分

のマンションが大きい地震が来たらつぶれるという話ばかりされると。問題が

表に出る２日前、友人が困っていると関係会社社長を国土交通省の幹部に引き

合わせた某代議士のことがニュースになっているさなかの発言としては適切だ

ったのか、疑問の残るところです。 

 今、最も優先しなければならないのは、マンション業界や不動産業界がつぶ

れることを心配するのではなく、今にでもつぶれるおそれのあるマンションを

すべて明らかにして死傷者を出さないことなのではないでしょうか。こうした

発言をすることによって追及の手が緩むことも懸念されます。犠牲者が出てか

らでは遅いので、もっとスピーディに対応しなければいけません。うみを出し

切らないまま今回の問題を終息させては、将来泣きを見る正直に生きている真

っ当な市民が出ないとも限りません。景気がおかしくなるほどの大きい問題で

あることも事実でしょう。しかしながら、情報をきちんと開示した上で、本当

の信頼を回復することが初めてできます。だからこそ安心して市民、国民が居

住の購入もできるというものであり、その過程を経て初めて本物の景気回復が

実現されるものと考えます。 

 そこで、我が市において耐震強度偽装問題について、対応はどうかについて

お尋ねいたします。お考えをお聞かせください。 

 次に、自治体ＣＩについてお尋ねいたします。 

 先日ご結婚により皇族の身分を離れられた黒田清子さんですが、彼女が紀宮

清子内親王殿下であったころ、まだ学習院大学国文学科に籍を置く学生だった

ころでございますが、当時、数人のご学友とともに七沢にお越しになり、カワ

セミを観察にいらっしゃったことがありました。私も１度市内でカワセミを見

たことがありますが、自然に恵まれた厚木市には美しい自然があります。野鳥



としてカワセミが見られるというのは１つのアピールポイントでもあり、市民

にとっても大きな誇りでもあります。 

 本年度、市制 50 周年を記念して北海道網走市と韓国軍浦市と新たな友好都市

を締結した厚木市は、さきに友好都市として交流を深めていたアメリカニュー

ブリテン市、中国揚州市、秋田県横手市、防災姉妹都市の埼玉県狭山市の市長

や議長などの代表を招いて友好都市サミットを行いました際、友好の花をツツ

ジにと提案し、満場一致で賛同されました。その後も上古沢緑地を中心に 22 万

2000 本を目標に植栽を行っているところでもございます。 

 また、厚木市最大の祭りの名称も鮎まつりであります。既に厚木のアユは全

国的に有名なものとなっております。現在、市の魚という位置づけはされてお

りませんが、戸籍抄本などを受け取ると裏にアユの透かしが入っていたりもす

るわけです。 

 そこで、厚木市の行政デザイン、イメージ戦略の１つとして、新たに市の花

としてサツキに加えてツツジ、市の鳥としてカワセミ、市の魚としてアユを制

定したらどうかと考えますが、いかがでしょうか。お考えをお聞かせください。 

(1) 市政一般について 

 ア アスベスト（石綿）処理について 

 （ア）アスベスト（石綿）を含む家庭用品のごみ処理方法は適切か。 

 （イ）市内施設に使用されている石綿スレート等への対策及び処理方法は十

分か。 

 イ 公共サービス効率化（市場化テスト）について 

 （ア）戸籍の附票の写しや印鑑証明書などの窓口業務の民間開放について考

えているか。 

 ウ 耐震強度偽装問題について 



 （ア）現状の把握とその後の対応はどうか。 

 （イ）市民からの問い合わせはあるか。 

 エ 自治体ＣＩについて 

 （ア）行政デザイン戦略の１つとして、新たに市の花、市の鳥、市の魚を制

定したらどうか。 

 以上、よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

 

◯森住 勉議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員から、アスベスト処理について、

アスベストを含む家庭用品のごみ処理方法は適切かとのお尋ねでございますが、

経済産業省や環境省の調査によりますと、現在販売されている家電製品などの

家庭用品には、ほとんどアスベストは使用されていない状況となっております。 

 しかしながら、それ以前の製品で、一般家庭からごみとして排出されるファ

ンヒーター、ストーブ、アイロンなどの一部の部品に使用されている可能性が

ありますが、これらのものは非飛散性でありますので、現状の処理方法におい

てもアスベストの飛散はほとんどないものと考えております。また、豆炭あん

かなどのごく一部の製品については、飛散するおそれがありますので、現在、

環境センターで保管をいたしておるのが現状でございます。なお、これらの適

正な処理方法については、現在、環境省において検討されておりますので、そ

の検討結果を踏まえて今後対応してまいりたいと考えております。 

     （高橋徹也議員復席） 

 次に、市内施設に使用されている石綿スレート等への対策及び処理方法は十

分かとのお尋ねでございますが、市有公共施設の石綿スレート等につきまして



は、セメント等で固形化されているため、アスベストが飛散する可能性はない

と考えております。しかしながら、経年劣化や破損によるアスベストの飛散防

止対策は必要となりますので、定期的に点検等を実施し、補修や塗装等の施設

の保全に努めることが重要であると考えております。また、建物の解体、改修

時には飛散防止について適正な解体、収集、運搬及び処分をするよう努めてま

いります。 

 次に、公共サービス効率化について、戸籍の附票の写しや印鑑証明書などの

窓口業務の民間開放について考えているかとのお尋ねでございますが、本市で

は、窓口業務のみならず、民間活用が効果的であると判断した事務、事業につ

きましては、従来から積極的に委託化に取り組んできたところであります。し

かし、現在の官から民へという構造改革の大きな流れを踏まえますと、より一

層の簡素化、効率化を加速させるため、新たな手法について研究を重ねていく

必要があるものと認識いたしておりますが、余り性急にやりますと、後ほど出

てくる第二の姉歯事件になりかねないように十分心得ておかなければならぬの

ではなかろうかなと思います。心して取り組んでまいりたいと思います。公共

サービス効率化法の制定やモデル事業の実施など、今後の国の動向を見ながら

対応を進めてまいりたいと思います。 

 次に、耐震強度偽装問題について、現状の把握とその後の対応はどうかとの

お尋ねでございますが、本件に対する現状につきましては、国土交通省より、

姉歯建築設計事務所がかかわった建築物は、工事中のホテル１件、共同住宅３

件、合計４件の報告がなされ、これを受け、市としては念のため、建築主、設

計者、施工者、指定確認検査機関に対して関係書類の提出を求め、調査をして

いる中で、工事中のホテルにつきましては国土交通省より改ざんが確認され、

既に公表されているところでございます。また、共同住宅のうち１件につきま



しては、調査の結果、改ざんの形跡は見当たりませんでした。残り２件につき

ましては、現在鋭意調査を進めているところでございます。 

     （齋藤仁礼議員復席） 

 次に、市民からの問い合わせはあるかとのお尋ねでございますが、耐震強度

偽装問題についての新聞報道等を受けて市民からの問い合わせがあり、その件

数につきましては、11 月 30 日現在で 32 件となっております。 

 次に、自治体ＣＩについて、行政デザイン戦略の１つとして、新たに市の花、

市の鳥、市の魚を制定したらどうかとのお尋ねでございますが、市民の皆さん

から高い評価を受けております豊かな自然の中で、特徴的な花、鳥、魚を本市

のイメージとして制定することは、市民の郷土意識や愛着を高め、対外的にイ

メージアップを図るためにも有効な方策の１つであると思います。先ほどお話

がありましたように、厚木市の５川、６川、アユがもう戻ってまいりました。

いっときはあぶく川と私は称しておったんですけれども、ほとんどの川がきれ

いになりまして、アユが戻ると同時に、ほとんどの川にお話のあったようにカ

ワセミも戻ってまいりまして、大変すばらしい自然の宝庫に復元されてきたの

ではなかろうかな、よみがえってきたのではなかろうかなと思いますので、そ

うしたすばらしい自然を大切にしながら、今後こうした問題について研究を重

ねてまいりたいと思います。 

     （萩原新吾議員退席） 

 

◯３番 佐藤知一議員 非常に前向きな答弁ありがとうございました。ちょっ

と順番を変えて、一番最後の自治体ＣＩについて、一番前向きというか、大変

うれしいお答えをいただいたので、自治体ＣＩからやらせていただきます。 

 それでは、厚木市の色が現在あるわけですけれども、色や花、木などについ



てまず確認したいと思うんですけれども、現在の厚木市の色、花、木などはど

のような形になっているのか、ご説明ください。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 現在定めております市の木、市の花につきまして

は、昭和 44 年に、当時、明治 100 年を記念いたしまして、市民の皆様から公募

によりまして市の木をモミジ、市の花サツキを制定した経緯がございました。

そして、そのことにつきましては、当時の市の広報に大きく発表させていただ

いたものでございます。さらに、市の色につきましては、昭和 60 年５月 25 日

に制定してございますが、当時の市制 30 周年を記念いたしまして、早春の草木

の色ということで、黄緑というふうに表現をされまして発表されたものでござ

います。（「ヨモギ色」との声あり） 

 

◯３番 佐藤知一議員 いや、黄緑と書いてありますけれども。職員の手帳に

は、今いろいろと場内から言われましたけれども、黄緑と。日本工業規格Ｚ8721

準拠という色になっておりまして、ふだん使っているこういう封筒であるとか

私たちの入庁者カード、皆さんのネームカードというものに使われておりまし

て、限りない発展を目指す厚木市を象徴する色として早春の草木の色、黄緑を

市のシンボルカラーとするものとあります。私自身は、厚木市がもう力を蓄え

たので、若い力というようなのはどうかなと思ったんですけれども、先ほど資

料を当たっていましたら、私が初当選したときの研修会の中の資料に厚木市の

平均年齢というのがありまして、こちらは 38.68 歳で、神奈川県で一番若いと

いう都市でもあるということで、なるほどなと思ったわけです。 

 シンボルカラーや、こういったイメージ戦略といったものは非常に有効だと

思っています。今回この一般質問をするに当たって、調べる過程でわかったん



ですけれども、近隣の自治体でも、本当にここでカワセミとか見られるのかな

と思うようなところでも市の鳥をカワセミとしたりとかあって、ちょっと悔し

い思いをしたりとか、昨年も恩曽川の近くの赤羽根橋のところでルリ色の小さ

い鳥を見たんですね。近くに寄って確認したらそれがカワセミだった。こんな

ところにいるんだなと思ったり、10 年以上前のことですけれども、先ほどの紀

宮様のことでもありますけれども、朝、七沢に行ったらダークスーツのトラン

シーバーを抱えた人がそこここにいて、何かなと思ったらカワセミを見に来た。

正直言いまして、そのときまで私は厚木市でカワセミが見られるとは思わなか

ったんですね。ですから、例えばこういったものをシンボルマークなり市の鳥

などにすることによって、そういったものを厚木市民にも周知していくといい

ますか、そういう効果もあるのではないかなと考えております。前向きなご答

弁をいただきましたので、次に移りたいと思います。 

 次に、アスベストの処理についてでございます。 

 さきの議会でもちょっと取り上げて、消防長などからも個人的にいろいろと

状況について教えていただいたんですけれども、アスベストの問題というのは

どこの自治体でもかなり大きな問題でして、心配があるとちょっとでも気にな

るものでございます。ましてや、その飛散している量、また吸い込んだ量の多

い少ないにかかわらず、人体に影響がある可能性があると言われると、やはり

この処理はきちんとしなければならないと思っております。 

 １つお聞きしたいことがありますのは都市整備部長ですけれども、市役所庁

舎の前にある厚木中央公園、こちらはバルカーの跡地につくられたわけですけ

れども、市民から昔あったバルカーの敷地の中でアスベストの処理をしていた

のではないかという心配もされまして、その上に公園ができて影響があるのか



どうかということも耳にしているんですけれども、この点についての調査など

ありましたらお答えください。 

 

◯渡辺兼行都市整備部長 今お尋ねいただきました厚木中央公園でございます

けれども、全体の面積は 1.9 ヘクタールほどございます。昭和 60 年に今お話が

ございました日本バルカーから約 1.5 ヘクタールを購入し、その後、国の方の

土地 0.4 ヘクタールを加えまして、全体で 1.9 ヘクタールを平成９年から全面

供用開始してございます。今お尋ねのアスベストの関係につきましては、そう

したご指摘をいただいた部分がございましたので、ここで土を調査いたしまし

た。昨日ですけれども、結果が参りまして、土の中には一切そうしたアスベス

トは検出をされないという結果が出てございますので、安心して公園をお使い

いただけると思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。アスベストの 99％が建築関係

でありまして、大まかに言うと、その半分が石綿スレートであると言われてお

ります。石綿スレートは、そのままでは害が出ないと言われる一方で、経年劣

化によって人体に対して影響が及ぼされるのではないかということも言われて

いるわけでございます。市内の公共施設、もしくは自治会館などの準公共施設

にどれほど使用されているのか、もし把握されているようでしたら、大づかみ

の数字で結構ですので教えていただければと思います。 

 

◯小菅和夫都市部長 石綿スレートの使用の状況ということでございますけれ

ども、自治会館等につきましては対象から外させていただいておりますが、石

綿スレートの部分でありますれば、全体では約 8800 平米ほどございます。 



 

◯３番 佐藤知一議員 8800 平米ということで、具体的にはよくわからないん

ですけれども、かなり多くのところが使っている。私自身も、石綿スレート、

セメントなどで固形化したもので、市長の答弁のとおり、現時点においては害

はないということではありますけれども、先議会では消防団の消防小屋の幾つ

かに使われている、心配なんですよということが言われ、その後は安全だとい

うことは聞かれたんですけれども、気持ちの上で、経年劣化というものがあっ

て、今はいいけれども、10 年、20 年、30 年先にはどうなのかといったときの心

配などがやはりございますので、予算などもあると思いますけれども、気持ち

としては早目に変えていただければなと思っております。これは要望でござい

ます。 

 また、豆炭あんかなどというふうなのがありまして、今は使っていないだろ

うと言われるかもしれませんが、私も小さいころ使っていたり、実際あったり

とかするわけですね。処理はしましたけれども。ですから、意外と古くからあ

るおうちの中では物置の奥の方にしまわれていたりとかするのがありますので、

この辺につきましても心配をなくすような対応を今までどおりやっていただき

たいと考えております。 

 それでは、また順番を変えまして、耐震強度偽装問題についてということで

あります。 

 実は偽装問題に先立ちまして、これに関連するわけですけれども、今回の陳

情の中で参考資料がありまして、私どもも経過については知っているわけです

けれども、厚木市ふれあいプラザの設計の今回の問題がありまして、資料の中

に―ちょっと読みます。神奈川新聞の方から、同紙によると、設計上のミスで

屋内プール上にある1600平方メートルの鉄製屋根を補強する鉄骨の本数が足り



ないなど計３カ所が耐震基準に満たず、震度５弱の地震でも壊れる可能性があ

る。こうしたことに対して早急に対応されたということは高く評価されるわけ

ですけれども、今にして思うと、この記事の中で設計、施行した設計事務所の

ことが出てくるわけですけれども、この辺の経緯について担当部長に説明して

いただきたいと思います。 

 

◯加藤恒雄環境部長 ふれあいプラザの耐震補強の関係でございますが、まず

設計を依頼しました株式会社構造計画研究所、これがあのふれあいプラザの建

物の基本構想から始まりまして、基本設計、実施設計の中には構造計算、意匠

的な設計、あるいは設備の設計、最後はそれらのでき上がった図面等に基づい

て施工業者を管理する工事管理、それまで一括してお願いしていたような経緯

がございます。補強を生ずるようになった事態でございますが、この株式会社

構造計画研究所というのは日本でも大手の設計会社でございます。自社の中に

今回の姉歯の事件のような構造計算をする部局は持っている。その構造計算の

内容が、自社の中でやっている設計、図面を起こす、その部署との連絡ミスで

建物の一部について整合がとれていなかった。そういうミスによりまして構造

計算の結果が正確に図面に起こされていなかった。図面はそのまま工事という

段階に入りますので、工事については図面どおりにできていたという経過がご

ざいます。議会にも報告してありますような事態を経まして、この設計をしま

した構造計画研究所がミスを認めまして補強を行った。 

 ただし、その補強につきましても、今回問題になっておりますように、構造

体そのものに―構造体といいますと基礎とか柱ですね。それそのものに強度が

足りないということではございませんで、あの建物はご存じのようにＲＣ構造

でございまして、その上に大空間のプールというのがございます。その屋根の



ブレースといいますか、鉄骨と鉄骨の間を結ぶブレース、それが落ちていた。

ですから、揺れによって屋根が不規則にゆがむ。それが構造体に伝わる。それ

によって求められる強度が不足していた。それが実態でございます。ですから、

偽造とか故意とか悪意とか、そういうものは全くない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。幾つかの新聞の中に記事が載

っているわけですけれども、鉄骨が細いとかではなくて、本数が足りないとい

うことだと間違いやすかったりするわけで、まさに時期が時期なので。わかり

ました。これはこれとして、次に移ります。 

 一昨日も東京都議会の議員の方たちとお話しをしたときに、このようなこと

を言われていました。東京都では 7000 件の建築確認申請があって、この業務を

行う専門職の職員はたった17人で行っていると。これはその方が言われたので、

ちょっとあれなんですけれども。厚木市の建築確認検査は全体数でおよそ 2000

件だと把握しておりますが、これについては間違いがございませんか、確認し

ておきます。 

 

◯小菅和夫都市部長 平成 16 年で 2100 件程度になってございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それでは、その 2100 件のうち、建築確認を厚木市で行

っている件数もしくはパーセンテージなどわかりましたら教えてください。 

 

◯小菅和夫都市部長 今の 2,165 件に対しまして、厚木市が実際に確認をおろ

したものにつきましては 570 件、約 26％程度になろうかと思います。 

 



◯３番 佐藤知一議員 すると、処理をするのは１人頭１カ月に五、六件とい

う感じでしょうか。 

 

◯小菅和夫都市部長 厚木市が取り扱ったものにつきましては570件で、約26％

に当たります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。570 件ですね。失礼しました。さきの質

問の中では担当の専門職員が８名というふうに出てまいりましたけれども、１

人頭１カ月五、六件という形で考えてもよろしいのでしょうか。 

 

◯小菅和夫都市部長 実は、昨日お話しいたしましたけれども、その中で最終

的な責任をとりますのは建築主事でございまして、建築主事は規模によりまし

てそれぞれ持ち分が違います。したがいまして、平均的に今おっしゃいました

ような形で一概にとらえるということではございません。残りの５名につきま

しては、それを補佐するという形でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 現在のこの処理状況について、具体的に言ってしまい

ますけれども、平塚市などはかなり厳しいということが途中で市長の発言とし

てあったわけですけれども、我が市においては、その状況としてはどんな形な

のでしょうか。 

 

◯小菅和夫都市部長 規模的な問題がございますけれども、基本的には建築基

準法の中で 21 日間で決定をしなければいけないことになっておりますので、そ

れに対応すべく行っております。 



 

◯３番 佐藤知一議員 承知いたしました。この件については市民からの注目

も非常に集まっておりますので、担当部のみならず、市長を含めて全市的に対

応していくべきかなと思っております。 

 また、先日も太田議員がちょっと触れられて、最後までいかなかった質問を

もう１回させていただきます。姉歯氏がかかわっていたとされる案件のうち１

カ所、共同住宅で安全が確認されたとありますが、１件の確認計算を行うには

20 日以上かかると言われているのに、１日２日で安全だという確認ができたと

いうことだったんですけれども、なぜかということについてお答えください。 

 

◯小菅和夫都市部長 これは集中的に多くの職員にかかわらせたというのが第

一でございます。もう１つは、構造計算書そのものに改ざんがあったかどうか

というチェックでございますので、すべてのものを図面類と確認したというも

のではございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。実際に今 2100 件のうち約 26％というこ

とですけれども、建築確認が民間に開放される平成 11 年以前はほぼ 100％だっ

たと思うんですけれども、この当時は何人体制で検査をされていたのか教えて

いただければと思います。 

 

◯小菅和夫都市部長 人員的には今やや減っておりますけれども、ほとんど同

じということでご理解いただきたいと思います。 

 



◯３番 佐藤知一議員 平成11年以前という物件に対してどこまで責任がとれ

るのか、今この段階では当然発言はできないと思いますし、ないと信じたいと

思いますが、今回の姉歯建築士の問題が過ぎ去ったときに、第二、第三のこう

いった問題があらわれてこないとも限りません。ぜひとも皆様方にも対応をき

ちんとしていただければなと思いまして、次の質問に移らせていただきます。 

 次は公共サービス（市場化テスト）についてということで、戸籍の附票の写

しや印鑑証明書などの窓口業務の民間開放について考えているかということに

対して質問させていただきます。 

 昨日もフレックス制導入によって窓口業務の時間延長について田上議員から

の質問もありましたけれども、その際の部長答弁として、フレックス制を導入

するためには課題が３つあるとしまして、職員の増員、経費、警備の問題とあ

りましたが、この問題克服のためには、今回の市場化テストもツールの１つと

して考えてみるのもいいかなと思って提案させていただいたわけですけれども、

これに対してはどのようにお考えでしょうか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 昨日の窓口事務の改善、１つにはフレックス制と

いう議論の中でございましたが、今回、市場化テストの導入の有無につきまし

ては、先ほどのお話がございましたように、政府の規制改革・民間開放推進会

議の提言として市場化テストの導入の発表があったわけでございますが、先ほ

ど市長答弁でも申し上げましたとおり、市場化テスト法という法律の制定を待

って、国の市場化テストによっての窓口事務等のあり方、あるいは現在、国で

モデルケースとして進めてございます３事業の検証を見ながら、総務省を初め

とした地方自治体の業務のあり方等を見きわめた上で、本市の導入の有無を検

討したいと考えております。 



 

◯３番 佐藤知一議員 公共サービスの効率化ということで市場化テストと言

われるわけですけれども、時として違う人がこの市場化テストという言葉を違

う意味で使っていたりとかするわけですけれども、市としての定義づけといい

ますか、例えば民営化やＰＦＩとの違いはどういうものなのか、もしくは市場

化テストとは何を指しているのか、ちょっとご説明いただければと思います。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 今、議員のご案内がございました民営化、委託化、

あるいはＰＦＩ化、指定管理者制度も含めまして、昨今の自治体を取り巻く行

政の手法、政府の構造改革の一環で徐々に進められているものでございまして、

例えば大きな話ですと、昨今ですと郵政民営化、あるいは道路公団民営化を初

めとして、ある業を完全に民間会社化して経営をしていく民営化、そして、例

えば市が今まで行っておりましたいろいろな業務を民間に委託する委託化、あ

るいは公の施設の管理委託を主といたしました、公の施設の管理業務を指定管

理者制度導入によりまして、これも１つの委託化ではございますが、この手法

で審査をした上で指定をしていく指定管理者制度、あるいは民間資本の活用に

よりまして公共施設等の建設、運営等を推し図って、それの有無を検討するＰ

ＦＩの方式、そして官と民が１つの土俵に上がりまして入札的な手法で競争し

て、どちらかを導入していく決定をする市場化テストというふうに、業務の種

別によってこれを選択していくというふうに理解をしてい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。今回、市場化テストの窓口業

務の民間開放の対象となっているものを先ほど６つほど挙げましたけれども、



ほかに他企業からの要望であるとか、市の方でこういったものも準備として入

っているというものが調べてありまして、わかっていたら教えていただきたい

と思います。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 本市独自の調査ではございませんで、政府の方の

調査の中では、今お話がございました６項目、戸籍、外国人登録、納税証明、

住民票、あるいは戸籍の附票、印鑑登録書の写しの交付等のいわゆる窓口６項

目のほかに、要望があったと承っておりますのは統計の事務、学童保育、健診、

税、保険料の徴収ということを政府、規制緩和・民間開放推進会議の方から報

告があったと報告を受けています。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。市場化テストであるとか民営

化、ＰＦＩ、もしくは先日も出ました事業仕分けなどといったようなニュー・

パブリック・マネジメントというような新しい行政手法があるわけですけれど

も、しかしながら、時としてそれがすべて正しいということではなく、先ほど

市長も答弁されたように、その活用に対しては、すぐに飛びつくのではなく、

やはり慎重であるべきだと考えております。 

 私もさきの議会で事業仕分けを提案させていただいたり、私の大学の恩師で

もある加藤秀樹教授が今一生懸命やられているわけですけれども、彼の主張で

すと行政サービスは３分の１のコストでできると言われております。しかしな

がら、話していると現実的にはどうなのかなと私自身も思わざるを得ないこと

もあり、また、現実として皆様方のように現実と向き合って市政をつかさどっ

ている方にとっては、時としてこれはどうかなと思われることも多いかもしれ

ません。しかしながら、それを初めからどけるのではなくて、やはり研究して



いただいて、先ほども市政企画部長が言われたように、市独自のものではなく、

情報として国なり都道府県なりがどのような形で行っているかを常に見ていた

だいて、少しでもツール、道具として使えるものがあれば、やはりそれを活用

していくという姿勢を貫いていっていただきたいと思います。 

 ここで終わりにしたいところではあるんですけれども、一番最初に自治体Ｃ

Ｉについてというところで言い残したことがありまして、失礼いたしました。

市の花ということで、私もこれを提案して、ほかの議員からも、厚木市の市の

花としてはもう既にサツキがあるではないかということが言われました。新た

に２つ提案したというのは、横浜市などでは木をサザンカ、ケヤキ、サンゴジ

ュ、シイ、イチョウ、ツバキと６個提案されたり、小田原市は市の魚としてメ

ダカ、アジと２つ提案されたり、秦野市では市の木としてサザンカ、コブシ、

市の花としてナデシコ、アジサイというように、市の花などを複数出している

ところもございますので、厚木市も、例えば厚木市のマークのほかに、まちづ

くりシンボルマークといったものを併用して使っているのと同じように、私自

身は提案して活用していくのがいいかなと思いまして、今回あえて提案させて

いただくことになりました。よろしくお願いします。 

 

◯山口巖雄市長 ご提言として、市民の皆さんの声をよく聞かせていただきな

がら、市民の皆さんの声を心として、みんながそれがいいよというのが一番象

徴的なマークになっていくのではなかろうかと思いますので、今後、機会があ

るときに市民の皆さん方の声を聞かせていただきながら、制定あるべきときは

制定していくということも大切なのではなかろうか、そんなふうに思いますの

で、お預かりさせていただくような形にさせていただきたいと思います。 

 



◯３番 佐藤知一議員 承知しました。これも先ほどのニュー・パブリック・

マネジメントと同じように、せいては事をし損じるではないですけれども、大

事なことですから慎重に決めていっていただければなと提言させていただきま

して、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

◯森住 勉議長 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は、前田多賀子

議員が終了するまで延長することにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 

 ここで 10 分間休憩いたします。 

     午後３時 29 分  休憩

 


