
2006.09.08 : 平成 18 年９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 市所有の各媒体に対しての広告掲載事業について 

 （ア）目的と厚木市の基本となる考えは。 

 （イ）本厚木駅前大型ビジョン広告放映枠販売と紙資源物回収袋への広告掲

載の進捗状況は。 

 （ウ）市ホームページバナー広告掲載は、ホームページ閲覧の際に支障とな

らないか。また、その応募状況は。 

 イ 身体・知的・精神障害者の小規模通所授産施設などについて 

 （ア）施設などへの支援状況は。 

 ウ まちづくりにおける地域格差について 

 （ア）市内の地域格差について市の見解は。 

(2) 教育行政について 

 ア 学校給食について 

 （ア）中学校給食導入による問題や課題はあるか。また、小学校については

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。 



2006.09.08 : 平成 18 年９月定例会（第３日） 

 

────────────── 

     午後２時 56 分  開議 

 

◯沼田幸一議長 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、佐藤知一でございます。議長のお許

しをいただきましたので、通告に従いまして順次質問させていただきます。 

 最初に、市所有の各媒体に対しての広告掲載事業について質問いたします。 

 目的と厚木市の基本となる考えにつきましてお聞かせください。 

 また、本厚木駅前大型ビジョン広告放映枠販売と紙資源物回収袋への広告掲

載事業の進捗状況。 

 市ホームページバナー広告掲載は、ホームページ閲覧の際に支障とならない

か。また、その応募状況についてお答えください。 

 次に、身体・知的・精神障害者の小規模通所授産施設などについてお聞きい

たします。 

 2006 年４月１日より障害者自立支援法が施行されました。障害者自立支援法

は、応能負担から応益負担への移行で障害者の経済的負担が増すため、障害者

の経済実態にそぐわないと強い批判があります。応能負担とは、福祉サービス

を利用する際に所得に応じて利用料を負担することをいいますが、応益負担は

定率負担ともいい、福祉サービスを利用する際に所得とは関係なく一律定率で

負担することであります。 

 支援費制度でサービスを利用できなかった精神障害者は今回の法律で制度の



対象となりましたが、特定疾患、高次機能障害などの疾患及び障害などについ

ては、支援費制度と同じく制度の対象外となっております。精神障害者は、通

院医療費公費負担制度によってゼロ割から１割の負担でありましたが、これを

廃止されまして、かわりに世帯全体の収入によって決定される割合での負担を

求められるため、事実上の負担増となりました。サービスを受けるための判定

基準が身体障害に重きを置いているため、比較的身体的に自立している知的・

精神障害者は、知的、精神的な障害としては重度であるにもかかわらず、身辺

自立しているため軽度と判定され、必要なサービスが受けられなくなるケース

も多く出てくるであろうと危惧されております。 

 施設の側におきましても、利用者の負担増のため施設利用を敬遠した結果、

サービスの低下、施設の閉鎖、利用者の行き場がなくなるという同法の理念に

はほど遠い悪循環も懸念されています。神奈川県におきましては、市と連携し

た独自の支援方式を採用しておりますが、障害者自立支援法が小規模通所授産

施設などに与える影響についても懸念がされています。 

 そこでまず、施設などへの支援状況についてお聞かせください。 

 次に、まちづくりにおける地域格差についてお聞きいたします。 

 ある報告では、世帯収入の地域別格差は、日本全体の動向と同様、高齢化の

影響によって同一地域内の世帯間格差が広がっている。しかし、地域間の世帯

収入格差は広がっていないとされています。しかしながら一方では、景気拡大

が各地域にも広がる反面、地方が衰退している、格差が広がっているという見

方も根強く存在しております。 

 地方が衰退している、格差が広がっているという見方が根強い背景には、人

口減少、高齢化に直面している地域があることや、旧来の繁華街のにぎわいが

失われて、地域の繁栄、衰退に関する印象に影響を与えていることなど複雑な



要因が絡み合っていると考えられています。地域によってどのような形態の商

業地区が発達するかは、地域ごとの生活様式や交通インフラなどの影響を強く

受けています。まちづくり三法の改正による郊外開発の規制というブレーキと

中心市街地の活性化促進策というアクセルの併用によって、人口減少社会、超

高齢化社会の到来に即したまちづくりを実現しようという動きが進んでおりま

すが、都市中心部のにぎわい復活は、中心市街地の活性化促進策というアクセ

ルの有効性にかかっています。 

 さきの総合防災訓練の際に、私は、消防団員として、地域内自治会、つまり

自主防災隊５カ所と関係団体１カ所の計６カ所を回らせていただきました。地

域によっては 2000 世帯を抱える自治会から数十世帯のみの自治会まで、厚木北

地区内に限ってみても大きな差を確認することができます。 

 そこで、市内の地域格差について市の見解をお聞かせください。 

 次に、教育行政についてお聞きいたします。 

 我が国の学校給食は、学校給食法第１条に「この法律は、学校給食が児童及

び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するもの

であることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校

給食の普及充実を図ることを目的とする。」と意義づけられ、第２条では、１

「日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。」

２「学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。」３「食生活の合理化、

栄養の改善及び健康の促進を図ること。」４「食糧の生産、配分及び消費につ

いて、正しい理解に導くこと。」とその目的が示されています。そして第４条

において「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食

が実施されるように務めなければならない。」と規定しています。これを受け

た厚木市は、栄養のバランスのとれた豊かな学校給食、望ましい食習慣を形成



する学校給食、人間関係を豊かにする学校給食、多様な教育効果のある学校給

食の４つを学校給食の役割として掲げています。 

 平成８年度、厚木市学校教育研究協議会で、中学校給食に当たっては、小学

校給食が望ましい姿になった時点において、条件整備をした上で実施の方向で

再検討する旨の報告が出され、厚木市においても中学校給食事業実施日が半年

後に迫ってまいりました。幼少時や成長期の子供のころの食育は非常に重要な

ものでございます。日本マクドナルド創始者の藤田田氏は、当時、日本人の口

には合わないとされていたハンバーガーを日本人に食べさせるために、彼は子

供に注力をいたしました。おもちゃなどを用いて子供たちを集めることが必要、

３歳でハンバーガーを食べていればその人は一生ハンバーガーを食べ続けると

いうのが彼の持論であったからです。果たして、大人も子供もハンバーガーを

好んで食べるようになりました。これほどまでに、幼少時代の食生活は、人生

の食の豊かさをも左右いたします。 

 そこで、学校給食において、中学校給食導入による問題や課題はあるか。ま

た、小学校についてはどうか、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 市所有の各媒体に対しての広告掲載事業について 

 （ア）目的と厚木市の基本となる考えは。 

 （イ）本厚木駅前大型ビジョン広告放映枠販売と紙資源物回収袋への広告掲

載の進捗状況は。 

 （ウ）市ホームページバナー広告掲載は、ホームページ閲覧の際に支障とな

らないか。また、その応募状況は。 

 イ 身体・知的・精神障害者の小規模通所授産施設などについて 



 （ア）施設などへの支援状況は。 

 ウ まちづくりにおける地域格差について 

 （ア）市内の地域格差について市の見解は。 

(2) 教育行政について 

 ア 学校給食について 

 （ア）中学校給食導入による問題や課題はあるか。また、小学校については

どうか。 

 以上、明確なご答弁をよろしくお願いいたします。 

 

◯沼田幸一議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）佐藤議員から、市所有の各媒体に対しての広告掲載

事業について、目的と厚木市の基本となる考えはとのお尋ねをいただきました

が、本市では、自主財源の確保や地域経済の活性化を目指すことはもとより、

職員に民間感覚やコスト意識を根づかせ、意識改革につなげていくことを目的

として、広告掲載事業に取り組んでいるところでございます。 

 また、基本的な考え方といたしましては、既に取り組んでおります市ホーム

ページバナー広告や屋外大型映像装置を初め、封筒、パンフレットの印刷物な

ど市の保有する資産のすべてを対象にできるよう、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、本厚木駅前大型ビジョン広告放映枠販売と紙資源物回収袋への広告掲

載の進捗状況はとのお尋ねでございますが、大型ビジョンにつきましては、放

映開始予定の 11 月１日から来年３月までの広告枠は、おかげさまでほぼ完売い

たしました。 



 また、紙資源物回収袋につきましては、２社からお申し込みをいただきまし

たので、10 月上旬に各世帯に配布できるよう現在準備を進めているところでご

ざいます。 

 次に、市ホームページバナー広告掲載は、ホームページ閲覧の際に支障とな

らないか。また、応募状況はとのお尋ねでございますが、バナー広告は、ホー

ムページの下の部分に６枠を表示することで、閲覧の支障にはならないよう配

慮しているところでございます。既に９月１日から掲載しておりますが、応募

状況につきましては、年度内の広告枠の約８割が販売済みとなっております。 

 次に、身体・知的・精神障害者の小規模通所授産施設などについて、施設な

どへの支援状況はとのお尋ねでございますが、現在市が支援する民間の施設と

いたしましては、身体障害者、知的障害者が通所する障害者地域作業所が８カ

所、精神障害者が通所する障害者地域作業所が５カ所でございます。これらの

作業所に対する支援状況といたしましては、それぞれの作業所に通所される障

害者数等により運営費を助成しているところであります。 

 次に、まちづくりにおける地域格差について、市内の地域格差について市の

見解はとのお尋ねでございますが、市政運営の基本である清潔・公正・公平、

市民が主役の市政を推進する上で、市内の地域格差については生じていないも

のと認識をいたしております。特に公共施設整備においては、市内 14 地区の公

民館や老人憩の家及び児童館などきめ細かな整備を行っております。また、イ

ンターネットによる公共施設や各種講座の申し込みを受け付けることなど、こ

れらのサービスを地域での差がなく市民の皆様にご利用いただいているところ

でもございます。 

 教育行政については、教育長からご答弁させていただきます。 

 



◯沼田幸一議長 教育長。 

 

◯長谷川美雪教育長 （登壇）教育行政について、学校給食について、中学校

給食導入に伴う問題や課題はあるか。また、小学校についてはどうかとのお尋

ねでございますが、平成 19 年度からの中学校給食実施に際しましては、教育課

程編成上の課題や新たに発生する給食事務への対応などがあることから、現在、

各中学校代表による実務者会議の中で検討を行っており、今後も引き続き、学

校と十分な調整を図ってまいります。 

 また、小学校につきましては単独調理場の整備が順調に進んでおり、より身

近で教育効果のある給食が実施できているものと認識しております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございました。それでは(1)と(2)を

入れかえまして、まず教育行政の方から質問をさせていただきます。 

 教育長からお答えをいただきまして、ちょっと愚問ではあるわけですけれど

も、厚木市内小学校で提供されている学校給食、これは他市や他地域に対して

も誇ることができるかどうか、まずその１点についてご確認をしたいと思いま

す。 

 

◯中國利明教育総務部長 小学校給食、現在、単独調理場の整備を順調に進め

てきておりまして、今年度 11 校にもなります。そういうことから、他市に比べ

ても誇れることではないかと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 教育委員会は、主要施策 12 のうち、まず６番目に、今

言われた給食施設、学校給食の推進を挙げているわけです。その項の中に「調



理する人の顔が見える身近で安全な給食を提供するため、各小学校に単独調理

場を建設します」とあり、単独調理場も整備しつつあるこの現状において、今

言われた調理する人の顔が見えるという現状については実現されましたか。も

しくは実現されつつあるのかどうか、重ねてお聞きいたします。 

 

◯中國利明教育総務部長 11 校まで今年度整備が進みまして、子供たちが調理

する人の顔が身近で見れる、それと適温な給食を提供することができるという

ことで、近づいてきていると考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 先日、給食物資選定委員会の方からこんなことを言わ

れたのですね。給食にレトルトを多く使っているのは非常にショックであると

いうようなことを言われまして、私もよく耳にするような大手の冷凍食品会社

の名前などを多く挙げまして言われました。このあたりの事実関係について

少々ご説明いただきたいと思います。 

 

◯中國利明教育総務部長 今レトルト食品というお話があったのですが、一般

的にレトルト食品というと、袋のままお湯の中に入れて、そのまま封を切って

すぐ食べる、そのようなイメージがあるのですけれども、そういうようなもの

は給食では使ってございません。学校給食の食材に事前に加工した食品を使用

するということは、調理工程上、ある程度やむを得ないと考えております。 

 そのようなことで、本市では、給食物資選定委員会という食材を選定するた

めの会議を開いておりますが、この中では業者から産地だとか栄養価だとか添

加物だとか着色料だとか使用材料の配合割合などを事前に提出させまして、こ



れらを確認の上選定しておりますので、安全な給食を提供できているものと考

えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 資料請求でいただきました資料が手元にあるわけです

けれども、平成 18 年度学校給食物資契約機関別一覧表というのがありまして、

こちらには調味料種類のところにデミグラスソース（レトルトパック）と書い

てあります。 

 また、先日の平成 18 年８月 22 日の給食物資選定委員会にかかわる資料の中

で、年間契約物資というのがあります。これは９月分、当月分のものですけれ

ども、上からちょっと年間契約の部分だけお読みしますね。１、カニ玉（ボイ

ル用たれなし）60 グラム、２、サバの塩焼き（ボイル用）50 グラム、３、ささ

みチーズフライ 50 グラム、４、白身魚フライ 50 グラム、５、イカの照り焼き

（ボイル用）50 グラム、６、カボチャフライ 20 グラム、７、エビだんご、８、

ペンネマカロニ、９、栗型パン、10、スイートポテト 40 グラム、11、グレープ

ゼリー、12、栗のムースとあるわけですね。 

 先ほど答弁の中で言われたレトルトに対する認識ですけれども、例えばサバ

の塩焼き、通常は塩焼きですが、ボイル用と書いてありますね。サバの塩焼き

は恐らくボイルして提供するようなものだと思うのです。カニ玉についても同

様だと思うのですけれども、イカの照り焼きについても同様だと思うのですが、

この辺について確認いたします。 

 

◯中國利明教育総務部長 このあたりは食材ですので、かなりまぜて調理して

おったりしていると思います。ちなみに一例を挙げますと、白身魚のフライと

いうような例があると思うのですけれども、これらですと、本来だと白身魚に



小麦粉と卵とパン粉をつけて油で揚げるのですが、学校給食の場合には時間の

関係などからどうしても、白身魚に小麦粉と卵とパン粉をつけた状態で、あら

かじめ下ごしらえしてもらって、時間の節約等もあるのですが、納入してもら

う場合もございます。ご理解をいただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 こういうのはまぜてというふうにあったわけですが、

こちらはインターネットに書いてある日々の給食の内容なのですね。基本的に

は主食、副食に汁ものがついてデザートという形であるわけですけれども、主

食として、きょうは厚木小学校の場合はおたのしみということで、月曜日はサ

バの塩焼き。こちらの方は恐らくまぜてではなくて、さっきのサバの塩焼きを

ボイルしてそのまま出しているのではないかと。Ｂの方は白身魚のフライ、こ

れは揚げてということだと思うのですけれども、１カ月通して思ったのが、ほ

とんどの主食が冷凍食品のような感覚ですね。 

 先ほども言われましたけれども、こちらの納入物資の中に入っている学期の

契約物資の中にはエビフライ（チルド）とあったり―冷凍ではないですね、冷

凍ホールコーン、カットエリンギ、マッシュルームというようなものがあるわ

けですけれども、こういうものがほとんど使われているように認識されるわけ

ですが、この点についてはいかがでしょうか。 

 

◯中國利明教育総務部長 冷凍ものを調理の時間の関係等から使う場合もござ

いますが、先ほども言いましたように、給食物資選定委員会等で安全な食材を

使っていくということで選定をしておりまして、冷凍食品、いわゆるレトルト

と言われる加工しているものもなるべく使わないような方向ではいきたいので

すが、時間的な関係とか、もし使う場合には、くどいようですが、よく給食物



資選定委員会の中で、添加物等が必要以上に入っていないものとか安全なもの

を選定させていただいている状況ですので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 時間的な関係で厚木市ではできないということですね。

よろしいですか。 

 

◯中國利明教育総務部長 申しわけございませんが、時間的関係ということで

はございません。数量の問題とかがありますけれども、要は安全な給食を提供

すべく努力をしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 時間の関係、数量の問題で安全性を考えるとこのよう

になるという答弁と私は受け取りましたけれども、ちょっとだけ調べても、例

えば、よく神奈川県内で人口的にほぼ同じぐらいと言われている大和市、こち

らの方はセンター給食ではあるわけですが、基本的には洋風のだしは豚の骨か

ら、和風のだしは昆布やかつおぶしからとられていて、先ほども言われたので

すが、当然安全性の問題もありましてということで、ただ、ハンバーグやミー

トボール、コロッケなどは比較的食中毒発生の低い冬の時期を手づくりし、そ

れ以外の時期は、食材、調味料の内容成分を決めた市独自の製品を使用するな

ど食品添加物を加えないように努力していると書いてあるわけですね。 

 では厚木市の方を見てみますと、例えばハンバーグ、ミートボール、シュウ

マイ、コロッケといったようなものはすべて冷凍食品で年内契約されているわ

けですけれども、こういう点についてはどのようにお考えでしょうか。 

 



◯中國利明教育総務部長 先ほども申し上げましたように、事前に提出されま

した配合表を十分精査いたしまして、栄養価だとか添加物だとか着色料、使用

材料の配合等を確認の上、選定して、より安全なものを出していると認識をし

ております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 例えば、いつでもいいのですけれども、９月 15 日のＢ

のメニューはジャージャーめんにエビシュウマイに甘栗とあります。こちらの

方の資料を見ると、ジャージャーめんについてはレトルトとは書いていなくて、

認識できないのですけれども、エビシュウマイと甘栗はすべて、甘栗は個包装

で来まして、エビシュウマイについても加工品だと認識されているわけですね。

例えばそういうものを提供することが、調理する人の顔が見える身近で安全な

給食を提供するためというふうな形につながるのかどうか、その辺の認識をお

願いします。 

 

◯中國利明教育総務部長 調理する人の顔がというふうなこと、今このお話は

センターでの内容かなと思ったのですが、単独調理場では調理する人の顔が見

えるようなことで行っておりますが、センターの場合にはどうしても調理する

人の顔は見えません。（笑声） 

 

◯３番 佐藤知一議員 別に物理的に顔が見えるとか見えないとか、今笑いが

起きていますけれども、そういうことではないはずですよね。教育総務部長も

多分わかっていて言っていると思うのです。別に禅問答をするつもりはござい

ません。ただ、言葉の定義というのは大変大切だと思います。物理的に顔が見

えるか見えないかも当然大切だと私は思います。ちょっと調理とは何を指すか



ということを調べてみたのですね。調理とは食物を料理すること。料理を引い

てみますと、料理とは材料に手を加えて食べ物をこしらえること、またその食

べ物というふうになっています。 

 この点につきましては、ぜひ要望というか、安心安全、食育に対して力を入

れている山口市政ですけれども、給食物資選定委員会の決めたものの中を見て

みると、非常に不信感というか、もし私に子供ができたときにこういうものを

食べさせたいか否かと聞かれれば、ノーと答えるしかないような形でもあるわ

けでございます。 

 例えば卵１つとっても、こちらもゆで卵、いり卵という形で納入されている。

短冊卵、金糸卵、金糸卵というのは焼いてあって切ってある卵ですね。液卵と

いうのが私はわからないのですけれども、それも納入されている。また、卵焼

きについても冷凍食品で入っているわけですね。レモン果汁についても冷凍食

品で入っている。 

 こういうものに対して、例えば先ほどからありました給食物資選定委員会、

民間のＰＴＡの方とかも入っていると思うのですけれども、これでいいね、安

心だねという意見が当然聞かれているから選定していると思うのですが、そう

いった方々から直接何かしらのご意見があったら、覚えている範囲、もしくは

ご存じの範囲内で結構ですから、お答えいただけますか。 

 

◯中國利明教育総務部長 給食物資選定委員会のメンバーの方から私の方に直

接ご意見等は、申しわけございませんが、伺ってございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 教育総務部長のところに来なくて私のところに来たと

いうことでございますね。 



 自校式の調理場にするということを今進めておりますけれども、確認ですが、

自校式にしたとしてもこういうレトルトのものを……。例えばこのメニューで

は全部、メーンのものを読みますけれども、サバの塩焼き（ボイル用）焼いて

あるもの、白身魚フライ、ささみチーズフライ、エビシュウマイといったよう

なものを使っていると考えてよろしいのですね。 

 

◯中國利明教育総務部長 単独校におきましては食数が少なくなります。そう

いうことから、できるだけ地場産のものを使うとか、あるいは素材を生かした

手づくりの給食を実施するように努めてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 現在それは何校で行われていますか。 

 

◯中國利明教育総務部長 単独調理場は今 10 校で、11 校目を建設して、もうす

ぐでき上がります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 数ではなくて、今言われたように、例えば私が現場の

課長とお話をしたときは、単独調理場でもこれと同じものが提供されていると

伺っていました。今のお答えはそれとは違うので、私も１カ所だけそうではな

いところを、試験的に行っているというものを把握しているわけですけれども、

もう１度確認いたします。10 校全部で独自のレシピで独自の地場産のものを提

供されているのかどうか、お答えください。 

 

◯中國利明教育総務部長 10 校一括でやっておりますけれども、地場産は全部

の 10 校で使っているということではございません。 



 

◯３番 佐藤知一議員 では何校ですか。 

 

◯中國利明教育総務部長 依知小学校ですか。ただ、これも地場産のものの端

境期等がございますので、安定供給がなかなか難しい場合がございますので、

毎回毎回全部を地場産のものを使っているということではございません。 

     （松田則康議員退席） 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。 

 あと、学校給食センターの運営委員会というものがございまして、メンバー

の方がいらっしゃるわけですね。小学校長４人、ＰＴＡ４人、県教育委員会の

委員が１人、保健福祉事務所が１人、学校薬剤師がお１人ということでござい

ますが、例えば栄養価について、専門家が非常に少ないようにも思えるわけで

すけれども、この点に対して何かご意見などあれば教えてください。 

 

◯中國利明教育総務部長 済みません、その前に先ほどの地場産のことで少し

訂正をさせていただきます。依知地区３校、依知小学校、上依知小学校、北小

学校で実施をしております。 

 それから、済みません、もう１つの質問をもう１度。申しわけございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それではもう１度質問させていただきます。学校給食

センターの運営委員会というのがありますね。そのメンバーというのは、小学

校長を会長にしてほか３名、そしてＰＴＡから４名、県教育委員会から１名、

保健福祉事務所から１名、学校薬剤師が１名から構成されておりますけれども、



例えば食育は今非常に大きなトピックとされていますが、そういったことに精

通している方はこの中にいらっしゃるのか、お答えください。 

 

◯中國利明教育総務部長 申しわけございません、今その学校給食センターの

運営委員会関係の資料が手元に持ち合わせていなくて、申しわけないと思って

いますが……。 

 

◯長谷川美雪教育長 今の問題ですけれども、栄養価については、献立の場合

にはすべて栄養士がきちんと、国あるいは県の基準に基づいて計算した食材を

使っておりますので心配ないと思いますし、それから、今の学校給食センター

運営委員会の中には栄養士あるいは保健福祉事務所の方も入っていただいてい

るので、専門的な立場でお越しいただいておりますので、心配ないと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 教育長みずからありがとうございます。 

 過日、私は、骨折した３カ月間を利用して野菜ソムリエの資格を取らせてい

ただいたのですね。その中で栄養に関する勉強も少しさせていただいたり、私

自身も 10 年前まで 10 年間調理師をやっておりましたので、その道については

少し知っているかなと思ったのですけれども、近年、いろいろ新しい認識があ

ったのですね。 

 ちょっとびっくりしたのが、ちょうど 10 年ぐらい前だと、マーガリンという

のは動物性脂肪が少ないから体にいいと言われて使っていたのが、近年である

と、例えばトランス型脂肪酸と言われていて体に悪い。例えばアメリカなどだ

と、マクドナルドがその切りかえがおくれたことで、およそ９億円の和解金を

支払っているということがあるわけですね。私も初めて知ったのですけれども、



食育をやられている方の中ではこれは非常に有名な話らしくて、しかしながら、

こういうものを見てみると、そのまま使用されている。 

 例えば学校給食センター運営委員会のメンバーの中にその道の専門家の方が

いらっしゃれば当然指摘をされていることと思うのですけれども、そうした人

たちをメンバーに入れる。充て職かどうかもちょっとよくわからないのですけ

れども、入れるようなお考えはありますか、お答えください。 

 栄養的なバランスでは恐らくレトルトでも全部出てきますので、数字の足し

算、引き算では十分かもしれません。しかしながら、終戦直後ではありません

ので、ぜひ一歩進んで、孤食が進んでいるという子供たちの教育にもかかわる

ことですから、考えていっていただきたいと思うのです。 

 今言った質問は、学校給食センター運営委員会のメンバーについて、この構

成でずっと行くのか、もしくはそのあたりを考慮していく必要性があるのかな

いのかということについてお答えください。 

 

◯中國利明教育総務部長 今後、人選については研究検討をさせていただきた

いと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございます。 

 それでは、給食についてもう１点、今度は違う視点から質問させていただき

ます。給食費を滞納する子供、例えば県立の高校で、ちょっとうろ覚えの記憶

なのですけれども、４年前に比べて学費を免除する人が 45％ふえたということ

です。つまりそういう高校の学費も払えないような世帯がふえている。格差に

もかかわると思うのですけれども、そういうことをかんがみて、例えば小学校

の給食費などの滞納の実態があるのかないのか。もしあるとするならば、それ



は学校の先生が対応しているのか否かということについてちょっとお答えくだ

さい。 

 

◯中國利明教育総務部長 小学校給食費のことにつきましては、議員もご承知

のように、公費を使わないで私会計でやっております。学校でそれぞれ努力さ

れて徴収をしておりまして、若干未収もございますが、単独調理場関係の資料

だと９校ではゼロ件、その他で、学校給食センターの方で担当しているところ

は若干未収金が発生しておりますが、これはそれぞれ学校で努力して、家庭訪

問等を行って徴収に努めてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。ここから先は要望にもなりますので後

に回したのですけれども、例えば小児生活習慣病対策推進委員会というのもあ

りまして、こちらは養護教員５名、薬剤師１名、医師会から２名、学校長から

２名、保護者が２名という形で構成されているわけですが、こういった生活習

慣病というのは、やはり食生活ともかなり密接に絡んでいるような気がするの

です。 

 私としては、小学校給食においてはせめて手づくりでお願いしたいと。先ほ

ど言われたように、白身魚に小麦粉、卵、パン粉をつけて油で揚げます。しか

しながら、これを学校給食では時間の関係から、白身魚に小麦粉、卵、パン粉

をつけた状態で納品してもらうことにしていますと答えがありましたけれども、

それをただ揚げるだけというのは、やはり私自身は本当にそれが顔の見える給

食なのかという疑問もありましたり、事実多くの区、例えば厚木市は、本日も

ありましたが、財政力では非常に秀でている中において、ほかの市区町村でも

厚木市よりも多い児童を抱えるようなところでも自校調理方式ですべて、例え



ばスープは先ほどのようにだしをとったり、デザート類もすべて手づくり。今

見てみますとデザート類はすべてカップに入っているようなものを配っている

状況でもありますけれども、そういうことなのですね。 

 同世代の厚木市以外の人と先日もお話しすることがあって、どこぞのところ

ではゼリーが手づくりだから、こうやって切ると大きさが大きかったり小さか

ったりするというのですね。でも、例えば子供たちがそういうものを配分して

いく中で、いや、おれの方が大きい、小さいと思いながら食べていく。もしく

はそばも、こちらでは一つ一つパックになっているソフトめんだとかがあるわ

けですけれども、あるところでは全部１つだから、こうやって盛っていくと最

後足りなくなってしまって、足りなくなる中で子供たちが知恵を絞って、こち

らから少しずつかき集めて平等にしてやっていく。非常に手間がかかるという

か、システム的にはあれではないですけれども、そういうのも含めて教育なの

かなと思います。 

 私もつくるときには時間がないので、例えばこちらにあるような和風だしの

もとや中華味スープのもとを使うこともありますけれども、できればだしぐら

いはきちんとだしをとってやっていただきたい。そうしたことを実際行ってい

る自治体も近くにあったり、複数存在するわけですから、行っていただきたい

と思っています。 

 本来は購入先、輸入先とか食材に関しても質問したかったのですけれども、

ちょっと時間の関係で今回は省かせていただきますが、ぜひとも前向きな検討

をしていただきたいと考えております。 

 それでは、次の質問に移ります。次は市政一般についてでございます。 

 本厚木駅前の大型ビジョン広告放映枠販売と紙資源物回収袋への広告掲載事



業についてですけれども、１つ確認したいのですが、この本厚木駅前の大型ビ

ジョン広告放映についてですが、これは音声は出るのでしょうか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 指向性の高いスピーカーを使いまして、音声は出

るような設備になっております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 そのスピーカーの配置の具体をちょっと教えてくださ

い。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 大型映像装置そのものと、今文化会館等のポスタ

ーが掲示してある、あの辺の箇所を今予定してございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 音声がつくということですね。私も駅頭で街頭演説を

やっているので非常にあれだと思うのですけれども、音量つきということでご

ざいますね。 

 この音というのは朝何時から夜何時まで流されるのでしょうか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 放映自体は朝７時から夜10時までを予定してござ

いますが、静まった時間帯を避けるということで今現在調整をしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。渋谷などに行くと非常に大きなこうい

ったスクリーンが複数ありまして、複数の音が入りまじってということもある

わけでございますが、わかりました。 

 それでは、その大型ビジョン、先ほど市長の答弁でほぼ完売ということであ



りましたけれども、１日 60 回 6000 円、１回 100 円という値段設定。それ以上

にも１週間とか何日とか期間を決めてというので少し割引もあるような値段が

書いてあったわけですけれども、こうした値段設定というのは、どのようなも

のを基準にして設定されたのでしょうか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 小田急線沿線では、今ご説明がございました東京

周辺と異なりまして、それほど駅周辺にあるものでもございませんので、横浜

市でおやりになっているもの、あるいは足立区でおやりになっているもの等々

を勘案いたしまして、公共放送の中で行っている料金を参考にして、あとは地

理的な条件、商品的な価値というものを勘案いたしまして設定したものでござ

います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。最初だから完売したのか、安いから完

売したのか、いろいろあると思いますけれども、基本的にはどうなのかなと。

どうなのかなというのは値段設定ですよ。よくわからないのですけれども、で

は、それと並行してホームページのバナー広告事業でありますが、ホームペー

ジ上にバナーを設置するに当たりまして、先ほども邪魔にならないようにとい

うことがあったわけですが、ほかに配慮した点などあれば、教えていただけれ

ばと思います。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 ホームページ上のバナーの設定につきましては、

神奈川県下でほぼ、19 市ある中で 14 市やっていらっしゃいます。そういった事

案をまず参考にさせていただくとともに、このバナーがホームページの目的で



ございます市民への情報提供に支障がない範囲というのを視点に設定したもの

でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。今後の推移を見守っていきたいと思っ

ております。 

 それでは、質問を障害者地域作業所の方に移して質問させていただきます。 

 障害者自立支援法の施行によって考えられる今後の地域作業所の課題という

のがあると思うのですけれども、何か。また今後、地域作業所はどうなってい

くのか、どのようにお考えか、ちょっとお聞かせください。 

 

◯宮代良久福祉部長 障害者自立支援法の施行によりまして、障害者の地域作

業所は、現在は法の外に置かれているものなのですが、地域活動支援センター

事業の法内施設という位置づけをされる予定になっておりまして、これには地

域作業所そのものが法人格を得なければならないというような要件もございま

すが、その移行に伴いまして、移行したことによって運営費そのものが減額に

なるということが予想されておりまして、現状でも運営が非常に厳しい中、障

害者自立支援法に移行するとさらに厳しい状況になるということで、市といた

しましては県の方にも、神奈川県が昭和 52 年に独自事業として実施した経過も

ございますので、県としての助成を引き続き行うようにということを要請して

いるところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 今言われた県の助成を引き続き、これは例えば目途と

いうか、当然ずっと続けていきたいということなのですけれども、今現在は最

低ここまでは保証できますよということがあればお願いします。 



 

◯宮代良久福祉部長 最低いつまでという保証はこの段階ではお話はできない

ところでございまして、県の方からもまだ正式にお答えをいただいておりませ

んので。ただ、市の方としては、障害者自立支援法が施行されてから少なくと

も３年間ぐらいはお願いしたいですよということは強く言っているところでご

ざいます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。 

 障害者が働くというのはなかなか難しいことかなと思う反面、いろいろな議

員が言いますけれども、例えばスワンベーカリーというのがあって、ヤマト運

輸の会長さん、小倉さんがやられて、それぞれやっている。つまり障害者とい

えども収入が―例えばうちのおばも知的障害を負っていて、生きているときで

すけれども、そこに通所していたわけですよ。当時、授産所、授産所と言って

喜んで行っていたわけですけれども、やはり１カ月働いても小銭程度だった。

うちのばあさんとかじいさんは、それでも預かってくれて、友達もできて、と

ても喜んで行っているから、お金を払ってでもそれこそ行ってほしいという形

ではあったのですが、やはり年月が過ぎたり、今回の障害者自立支援法の趣旨

も恐らくそういうところにあるのだろうと思うのですが、支援の形も変わって

いくのかなと。やはり、ここから先はちょっと意見も入ってくるわけですけれ

ども、福祉のみならず市としてどのようなサポートができるのかと。 

 例えばうちの実家が昔、食堂だったころに、ほかの授産所から、ある程度ト

レーニングを受けて普通の生活が送れるようになった知的障害を負っている人

が、僕が小さいころは一緒になって働いていたわけですね。恐らくそれは社会

全般が、そういう人が例えばお店で働いていても受け入れるような土壌が必要



になってくるのかなと思ったりもします。ここで具体でどうかということは申

しませんけれども、市としても、当然福祉部が所管ですからあれですが、ほか

の部署とも連携していって、そういう社会をつくっていっていただきたいなと

思っております。 

 参考までに、障害者が作業所の作業によって得られる工賃、これは平均なり

いろいろあると思うのですけれども、そのあたりについてお幾らかお聞かせく

ださい。 

 

◯宮代良久福祉部長 賃金につきましては大変幅がありまして、内容によって

違うのですが、大体 1000 円から 5000 円以内という形でございます。 

 

◯沼田幸一議長 佐藤議員、時間が近づいています。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。 

 まちづくりによる地域格差はないという認識でございますので、今後の推移

を見守っていきたいと思っております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

◯沼田幸一議長 ここで 10 分間休憩いたします。 

     午後３時 45 分  休憩

 


