
2006.12.06 : 平成 18 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) まちづくりについて 

 ア 持続可能な発展と再開発事業について 

 （ア）中心市街地において、市の考える課題は何か。また、その解決策は。 

 （イ）厚木パルコ撤退における市の考えは。 

 （ウ）本厚木駅南口地区市街地再開発事業の進捗状況は。 

 イ 地域再生計画について 

 （ア）事業の進捗状況は。 

(2) 行政改革について 

 ア 行政評価の結果の活用について 

 （ア） 予算編成や事業の点検等に活用され、行政の透明性の向上と市民協働

のまちづくりの推進に生かされているか。 

 イ 行政評価システムについて 

 （ア）課題は何か。 

(3) 教育行政について 

 ア 学校給食について 

 （ア）「食育の視点」から見た給食のあり方について、課題はあるか。 

 

※ 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。 



2006.12.06 : 平成 18 年 12 月定例会（第３日） 

 

◯沼田幸一議長 ただいまの出席議員は 27 人で定足数に達しております。奈良

握議員から欠席の届け出がありました。 

 ただいまから 12 月定例会第３日の会議を開きます。 

   ────────────── 

 

◯沼田幸一議長 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。民主党、佐藤知一です。

議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、順次質問をさせてい

ただきます。 

 平成 14 年２月に始まった現在の景気拡大局面が先月で 58 カ月となり、期間

としては昭和 40 年 11 月から昭和 45 年７月までのいざなぎ景気を抜いて、戦後

最長を更新したとのことであります。景気拡大が続く非常に喜ばしい状況は現

在も更新中でございます。 

 本市においても、昼間人口 116.6％と聞いておりますし、厚木市の商業吸引率

も、一昨年の数字ですが、134％で県下１位、１商店当たりの年間販売額も県下

１位、１市民の年間販売額も県下１位という非常に喜ばしい状況にあります。 

 しかしながら、いざなぎ景気超えのニュースを聞いて、国民の実感が乏しい

のと同様に、市民意識との乖離があるようにも感じられます。国民が景気拡大

を肌で感じられないのは、景気拡大の中身が大きく違うことにも原因があると

言われています。経済成長率を見れば、今回は年平均で実質 2.4％、高度成長期



のいざなぎ景気では 11.5％であり、比較にならないほどかけ離れています。 

 また、もう１つの要因は、個人所得が伸びていないことにもあります。厚生

労働省の統計などによると、勤労者１人当たりの平均給与は、平成 14 年２月に

34 万 3000 円、ことし９月は 33 万 5000 円で 8000 円ほど下がっており、下落傾

向は現在も続いているということであります。 

 こうした影響もあり、肝心の個人消費がこのところ陰りを見せているところ

でもあります。団塊世代から若い世代への交代など人口構造の変化もその背景

にありますが、雇用形態の変化の方が大きく影響しているとも指摘されていま

す。昼間人口 116.6％との数字も、どの程度厚木市内で消費に生きているのか分

析が求められるのではないでしょうか。 

 そこで、持続可能な発展と再開発事業についての視点から、中心市街地にお

いて、市の考える課題は何か。また、その解決策についてお答えください。 

 株式会社パルコは本年 10 月６日、厚木パルコを再来年２月末で閉鎖すると発

表いたしました。発表された撤退期日まで、あと１年と少しを残すのみであり

ます。平成 14 年２月に長崎屋厚木店が閉店、撤退して以来、丸井厚木店、パル

コ２デュエ館といった大型店舗撤退に続いて、厚木パルコ撤退のニュースでも

あります。平成 10 年６月にラオックスが出店して以来、中心市街地における大

規模店舗の新規出店はございません。 

 また、数年前、厚木ビブレが厚木サティに変わりました。ビブレはマイカル

グループが運営しているファッション専門店だそうで、サティと比べて若者向

けの店舗構成になっているのが特徴と言われています。一方のサティはファミ

リー層向けの店舗であるそうで、平たく言うと、ビブレからサティに落とした

形になります。 

 その正面にあるパルコは平成６年にオープン、その２年前にオープンしたパ



ルコ２デュエ館とともに、平成６年度は110億円の売り上げを計上しましたが、

その後は売り上げが伸び悩み、平成 15 年にはデュエ館が閉館、パルコ館のみの

営業により運営の効率化などの対応策を打ち出すも売り上げは下げどまらず、

昨年度はピーク時の半分を大きく下回る 45 億円となり、店舗閉鎖発表につなが

ったわけでございます。 

 パルコがキーテナントとして入居している厚木パークビルは、市が進める再

開発事業の一環として、地権者が補助金を受けて建てたものであります。市の

ホームページにも、中心市街地のシンボルとして、まちの活性化にも貢献した

とあり、誘致の際にも市が大きな役割を果たし、再開発を実現したものであり

ます。 

 そこで、厚木パルコ撤退を目の前にした今、市としての考えをお聞かせくだ

さい。 

 また、本厚木駅南口地区市街地再開発事業のテナント募集状況など、進捗状

況についてもお聞かせください。 

 本市の地域再生計画の名称である自然学習拠点整備による再生計画を具現化

するみどりと清流のふるさと創造基本計画をもとに、地域で組織された活性化

委員会と協働でふるさと自然文化村（自然環境保全活動拠点）、協働利用施設

である古民家の整備事業を行うとの話もお聞きいたしております。総合計画あ

つぎハートプランのほか、さまざまな基本計画がある中で、どのように整合性

をとり、地域再生計画について事業を進めていくのか、事業の進捗状況などを

お聞かせください。 

 本市が行政評価を導入して本年で２年目となります。行政評価制度を導入し

ただけでは意味がないことは自明でございます。行政評価制度だけで行政を管

理運営することもできません。一般に行政評価は、総合計画をもとに既存の行



政の仕組みと関連させ、かつ積極的に公開をした中で活用をすることで大きな

効果を得ることができるものでございます。 

 また、総務省の示した指針を受けて作成をした厚木市集中改革プランには、

事業仕分けの導入による見直しの推進が記されています。事業仕分けと行政評

価は自治体単体で成果を出せるものではなく、市民を含めた外部との協働によ

って初めて成立をするものであります。 

 そこで、行政改革の視点から、行政評価の結果の活用について、予算編成や

事業の点検などに活用され、行政の透明性の向上と市民協働のまちづくりの推

進に生かされているかにつきまして、ご答弁いただきたいと考えております。 

 また、行政評価システムについて、今後の課題などありましたならばお示し

ください。 

 現在、全国各地で豊作による大根や白菜、ピーマンなどの生産調整、つまり

野菜の大量廃棄が行われているようでございます。日の光を浴びて立派に丸々

とおいしそうに育った大根や白菜、ピーマンといった野菜が、何百トンという

単位でトラクターを用いてつぶされている状況であります。 

 本市の朝市などでも、大根などの野菜は非常に廉価で求めやすい状況が続い

ております。葉っぱを入れると両手を広げるほど立派な大根が１本 70 円という

状況に、農家の方たちは悲鳴を上げております。丹精を込めてつくった作物が、

肥料代にもならない値段で投げ売りされる状況も察して余りある状況ですが、

売りに出すこともできずに自分の手で廃棄をすることの気持ちを思うと、本当

に心が痛むものであります。私も子供のころ、キャベツが生産調整によりトラ

クターでつぶされる光景をテレビで見て、ショックを受けた経験がございます。 

 こうした事情を受け、私のところにも次のような声が届きました。食糧自給

率が低い、低いと懸念されている声が上がる割には、国や政治家は打開策を考



慮するでもない。それなのに、数年に１度の大豊作で本来は非常に喜ばしい出

来事が、現実には行き場を失い、大量廃棄しなければならない状況が起こると

いうのが非常に嘆かわしい矛盾であるという趣旨でございました。 

 厚木市の給食では、仕入れ値の関係から、中国など外国産の食材が多く使わ

れています。地産地消という言葉は飛び交いますが、一朝一夕にはできないこ

とでもございます。学校給食法では、給食費は児童の保護者が負担することが

原則となっており、原材料の高騰は直接保護者の家計を圧迫することにもつな

がるわけでございます。 

 そこで、学校給食において、食育の視点から見た給食のあり方について、課

題はあるかお聞かせください。 

 以下、質問をまとめます。 

(1) まちづくりについて 

 ア 持続可能な発展と再開発事業について 

 （ア）中心市街地において、市の考える課題は何か。また、その解決策は。 

 （イ）厚木パルコ撤退における市の考えは。 

 （ウ）本厚木駅南口地区市街地再開発事業の進捗状況は。 

 イ 地域再生計画について 

 （ア）事業の進捗状況は。 

(2) 行政改革について 

 ア 行政評価の結果の活用について 

 （ア） 予算編成や事業の点検等に活用され、行政の透明性の向上と市民協働

のまちづくりの推進に生かされているか。 

 イ 行政評価システムについて 

 （ア）課題は何か。 



(3) 教育行政について 

 ア 学校給食について 

 （ア）「食育の視点」から見た給食のあり方について、課題はあるか。 

 以上、ご答弁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）ただいま佐藤議員から、まちづくりについて、持続

可能な発展と再開発事業について、中心市街地において、市の考える課題は何

か。また、その解決策はとのお尋ねでございますが、中心市街地の現状といた

しましては、郊外型商業施設が増加したことにより、商業施設が小売販売から

ゲームセンターなどの娯楽施設へと業務形態が変わったことを初め、商業施設

の跡地が平面駐車場等となり、中心市街地における低・未利用地の増加、さら

にはマンション建設の増加などが課題と考えております。 

 このような状況の中で、市といたしましては、地域の皆さんのご意見、ご協

力をいただきながら、市街地再開発事業を含めた総合的な施策を計画的に進め

ていくことが必要であると考えております。 

 特に、中心市街地を再生するという観点から、民間のノウハウを取り入れな

がら、特色のある緑豊かな市街地の形成を基本として、総合的な視点に立った

商業、業務、居住等バランスのとれた複合市街地の形成に努めてまいります。 

 次に、厚木パルコ撤退における市の考えはとのお尋ねでございますが、現在

の景気拡大はいざなぎ景気を超えたと報じられておりますが、企業を取り巻く

環境は依然として予断を許さない状況にあり、経済環境の変化に対応し、成長

部門への資源の再配分、不採算部門の撤退、組織の統廃合が行われているのが



現状です。 

 厚木パルコにつきましても、こうした状況を判断した結果であると聞き及ん

でおりますが、本市は現在、先ほども議員がおっしゃっておりましたように、

人口も 22 万 4000 人とふえておりますし、昼間人口としては 116.6％、企業等誘

致について、ソニー、日産自動車などがまた来るということで、この数字もふ

えてくるのではなかろうか。現在、25 万 3000 人を超えているような状況でござ

いますし、商圏人口は 29 万 3000 人、約 30 万人という他市とは違う状況の中で

の撤退は非常に残念に思っているところでございます。 

 今後におきましては、当該地が中心市街地の中核部分に位置する重要な場所

と認識しておりますので、ビル所有者のご意見をお聞きしながら、商業ビルと

しての形態を継続するようお願いをしてまいりたいと思いますし、また、魅力

ある中心市街地の形成が図られるよう、商業環境の整備と地域商業の振興に全

力を尽くしてまいる所存でございます。 

 次に、本厚木駅南口地区市街地再開発事業の進捗状況はとのお尋ねでござい

ますが、昨年９月に組合施行による市街地再開発事業を行うための準備組合が

設立をされたわけでございます。これまで７回の全体会議が開催され、施設計

画案や事業採算性等の課題が検討されております。今後とも、良好なまちづく

りを推進するために、計画策定への支援と、地権者全員の合意形成が図られる

よう、引き続き事業推進に努めてまいります。 

 次に、地域再生計画について、事業の進捗状況はとのお尋ねでございますが、

本市の地域再生計画につきましては、平成 16 年６月 21 日に内閣府地域再生本

部から認定をいただいたところであります。 

 また、地域再生計画を具現化するため、地域の皆さんと協働で策定いたしま

したみどりと清流のふるさと創造基本構想を基本として、事業化を推進する目



的で、平成 17 年５月に地域の方々で構成する地域再生推進委員会が設立され、

今日まで 15 回の会議を開催し、優先して行う事業の選定や具体的な事業内容に

ついて協議を進めているところでございます。 

 今日までに見城ハイキングコースの整備を初め、過日実施しました健康づく

り大学においても、地域再生推進委員会の皆さんのご支援をいただき開催する

ことができました。なお、関連施設を含む規模及び工期等を検討し、発注に向

け調整をいたしております。今後におきましても、地域再生推進委員会との意

見交換はもとより、地域の特性を生かした地域再生計画の実現に取り組んでま

いります。 

 次に、行政改革について、行政評価の結果の活用について、予算編成や事業

の点検等に活用され、行政の透明性の向上と市民協働のまちづくりの推進に生

かされているかとのお尋ねでございますが、行政評価の現状につきましては、

昨年度の経験を踏まえ、評価結果に基づき、平成 19 年度総合計画実施計画事業

の方向性の点検に直結させたほか、予算編成の基礎資料として活用していると

ころでございます。今後におきましては、市民の皆さんに対してわかりやすく

公表し、ご意見を伺うことで、事務事業の展開に反映してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、行政評価システムについて、課題は何かとのお尋ねでございますが、

本市の行政評価の導入時においては、総合計画の実施計画事業を対象として着

手し、定着した段階で市のすべての事業を対象としていくことといたしており

ます。 

 課題につきましては、今後、すべての事業への拡大に向けて、評価手法の習

熟を図るとともに、評価様式等の簡略化など、評価作業の軽量化に向けた見直



しをしていく必要があるものと考えております。 

 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、食育の

視点から見た給食のあり方について、課題はあるかとのお尋ねでございますが、

現在の児童・生徒を取り巻く環境は、いつでも、どこでも、好きなものを自由

に食べられる飽食な時代にあって、偏った食事や不規則な食生活習慣、運動不

足などが心身の健康に影響していると言われております。 

 学校給食は、成長期の児童・生徒にとって、バランスのとれた栄養素の摂取

はもちろん、生涯にわたる基本的な食生活習慣と、生きる力の土台となる食の

自己管理能力を身につけさせるための教育的意義を持つものととらえておりま

す。これらを実践していくためには、小学校の単独調理場の計画的整備及び中

学校給食の実施により、家庭、学校、地域の連携を充実していくことが重要で

あると考えております。 

     （松田則康議員退席） 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。それでは、順に質問させて

いただきます。 

 中心市街地において、市の考える課題は何かということに関連して、大型店

舗の撤退も大きな問題ではあるんですけれども、中心市街地のまちづくりを考

えた場合、なかちょう大通りの下の地下道であるとか、バスターミナル上のサ

ンデッキ、こうしたものを無視するわけにはいきません。地下道やサンデッキ



に対する活用されているかどうかという現在の評価、そして、今後どのように

それを活用していくのかということについてお聞かせください。 

 

◯大塚 昇都市整備部長 ただいまご質問の地下道やサンデッキなどにつきま

しては、昭和 59 年から 60 年にかけまして、中町第２－１地区再開発事業の一

環の中で、歩行者の安全性や快適性を確保いたしまして、中心市街地における

回遊性を高め、市民の憩いの場として整備したもので、整備に当たりましては、

中町２－２地区を含めた周辺整備をも念頭に置いて行ったものでございまして、

現時点においては、当初の目的を十分に達成しているとは言いがたい状況もご

ざいますけれども、昨日もご答弁させていただいたように、今後、中町２－２

地区周辺整備事業を展開していく中で、この機能が十二分に発揮できるよう整

備してまいりたいと考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 地下道についてはどうでしょうか。 

 

◯大塚 昇都市整備部長 今申し上げたように、特に地下道については、中町

２－２地区周辺の整備をも念頭に置いております。また、さらにサンデッキで

あるとかサンパーク、これらについては、昨日もご説明させていただいたよう

に、あの辺の一帯を複合的な市街地形成にしていくという中では、その形態は

若干変わってこようと思いますが、バスセンターの再生等を含めて、より使い

やすい機能的なものに再生していきたいと考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。既にあるもので、その計画の

中でできてきたということで、今後、その活用も含めて検討していっていただ



きたいと考えております。 

 それで、今お話ししたのにも通ずるわけですけれども、厚木パルコ撤退とい

うことで、市長にも非常にいい数字を言っていただいたんですけれども、例え

ば商業の吸引率も、一昨年の数字ですけれども、134％で県下１位、１商店当た

りの年間販売額も県下１位、１市民の年間販売額も県下１位。しかし、なぜこ

うした状況の中で、さまざまな大型店舗が撤退を発表していくのかということ

について、非常に理解に苦しむところでありますけれども、その辺、市として

どのようにお考えなのかお聞かせください。 

 

◯山口巖雄市長 昨日もお話ししましたけれども、市民のと申しましょうか、

消費者のと申しましょうか、生活形態そのものが大きく変化してきたと思いま

す。中心市街地でどれだけの消費をするか、日常の生活のどこに自分のポイン

トを置くかということの変化も出てきているし、また、お買い物という形の中

で、お買い物だけに一つの目標を持って行くのではなくて、一つの回遊性の中

にお買い物のポジションを置くというふうに、生活の流れの中で今のお買い物

というのが―これは厚木市を称して私はお話しするんですけれども、厚木市は

そういう形態になっているのではなかろうか。 

 ですから、まち内の方とお話しすると、山並みの方をずっとドライブしなが

ら、帰りに向こうのスーパーで買い物して帰ってくるんですよ、そんなふうな

お話もよく聞くわけでございますけれども、総じて厚木市の郊外というのはス

ーパー的な要素が大きい店舗ですから、そうした形の中で変化が来ている。 

 しかし、駅を利用されている方々も 14 万人おられるわけですし、バス利用者

だけでも６万人ぐらいおられる。中心市街地にどれだけそういった方々の時間

をちょうだいすることができるか、滞留時間をそこにということの工夫をこれ



からしていくことによって、まち並みの元気さは生まれてくるのではなかろう

かと思いますので、今後、まち並みの中で、皆さん方の滞留時間を例えば 10 分

延ばす政策に取り組んだということでも、14 万人、約 20 万人の方々の 10 分を

計算すると大変な時間になっていく。そこにいればのども乾くし、おなかもす

くし、それに目につくファッションというものがまた購買にもつながっていく

のではなかろうか。そういった構成をこれからどのように構築していくか。き

のうも、どのようにファッションのまち厚木にしていくかということをお話し

させていただきましたけれども、そういった構想の中で、中心市街地の活性化、

元気のある熱き思いのまちづくりをそこに構成していくということが大事であ

ろうと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。まちづくりというのは非常に

難しいものだと思います。市長のご努力に対しても、では、どのようにすれば

いいのかといった明確な提案ができないというのは私自身もジレンマでありま

して、例えば、横浜駅から本厚木駅まで相鉄線を直接延ばしてこようという市

長の施策があります。これに対しては非常に利便性が高くなるわけですけれど

も、今もちょっと事例を出したわけですけれども、例えばビブレをサティに落

とす。落とすというのは、専門店よりも日用品に重心を置くということですね。 

 今回のパルコ撤退に対しても、そうした高級品であるとかファッション性に

富んだものは、厚木ではなくて横浜もしくは町田、東京といったところに買い

に行くということで、利便性を求めようとして横浜駅と直通で本厚木駅を結ぶ

ということは、また簡単に横浜に行けるということで、いわゆるストロー効果

とも言われるわけですけれども、そうしたジレンマも大きくあるわけでござい

ます。 



 また、新しい再開発についても、今回、本厚木駅南口地区の再開発というこ

ともあるわけですけれども、地元の者としても、昔は天王町通り、中央通りが

中心だったものが、徐々に移行していく。今回も、サティはまだ残るけれども、

パルコがなくなりということになって、長崎屋はまだ空き店舗としてあってと。

使い捨てとは言いませんけれども、地域が動いていくことによってそこの部分

が取り残されていくのは、やはり見ていても忍びない。提案というものがない

ので要望という形にしますけれども、ぜひともそうしたものもかんがみながら、

中心市街地活性化をしていっていただきたいと思っております。 

 また、やはりより重要なのは大きな施策であると思うんですね。先ほども申

しましたけれども、一つ一つの事例、例えば横浜市と厚木市を結ぶということ

についても、利便性が高まる一方で、中心市街地の中での付加価値が減ってい

くということがあるならば、それはやはり考えなければいけないし、また、例

えば中心市街地一極集中ということを一たんここで考え直して、分散すること

によってそれぞれ特色あるものに育てていきましょうと。高度成長期の駅前は

どこへ行っても同じですよという開発ではないということ、市長も特色あると

いうことを言われておりますので、そうしたものを進めていっていただきたい

と考えております。 

 それでは、次の地域再生計画に質問を移させていただきます。 

 地域再生計画は、ふるさと食文化村、ふるさと自然文化村、そしてやまなみ

ロープウエー、シャトルバスを活用した地域の活性化が計画の肝であると認識

しております。 

 そこで、ふるさと食文化村とふるさと自然文化村の進捗状況をまず確認させ

ていただきたいと思います。 

 



◯関原和夫緑政担当部長 最初に、ふるさと食文化事業の範囲でございますけ

れども、今年度進捗しております状況につきましては、健康づくり大学を開催

しております。その中で、各旅館組合から健康食の提供をしていただいており

ます。その中のメニューといたしまして、ふるさと食文化の材料を素材として、

すべてではございませんけれども、一部使用していただいて、健康づくり大学

に参加された方に昼食ということで食していただいております。 

 また、ふるさと自然文化村につきましては、今年度地域の拠点施設となる施

設の建設を予定しておりまして、ふるさと自然文化村の事業としては、古民家

を利用した共生施設の建設、それと見城のハイキングコースの整備が既に終了

しております。以上のような事業を実施しております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 カボスの植栽についてもお聞きしておりますけれども、

この点についての進捗状況もお聞かせください。 

 

◯原 隆産業振興部長 先ほどふるさと食文化村のお話がございました。ちょ

っと説明をさせていただきたいと思います。 

 これにつきましては、中山間地の耕作が放棄されるという状況もございまし

て、そういったことから鳥獣の被害に遭いにくいものの栽培を実証栽培という

ことで、平成 17 年から行っております。また、ここで栽培したものを各旅館等

で実験的にいろいろと使っていただいて、メニューにも加えていただくという

形で今進めております。平成 19 年まで実証栽培を続けさせていただきたいと思

っております。 

 また、カボスの関係につきましては、現在、七沢の山林と農地の間の約７キ

ロ、ここにカボスを植えて、ここを回廊として、観光、また地域の産物にしよ



うということで今進めておりますが、大体コースも決まりましたので、地域の

方々とここで会議を持ちまして、改めて協力をいただくということで、今後の

植栽について、これから協議をしていくという状況までこぎ着けております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 それでは、次の質問にかかわるので、確認させてください。やまなみロープ

ウエーとシャトルバスは地元関係者などの同意が得られず、計画がなくなった

と理解してもよろしいのでしょうか。 

 

◯関原和夫緑政担当部長 シャトルバス、ロープウエーの計画につきましては、

平成 16 年９月定例会におきまして、市長の方から、関係者との合意のない事業

の執行を前提とするものではないという旨の答弁をさせていただいております。

その後につきましては、特にシャトルバス、ロープウエーに関しては進展して

ございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。 

 この地域再生計画を見直すと、地域再生計画の実践が及ぼす経済的、社会的

波及効果として、市内の年間宿泊者数や年間観光客、入れ込み人数、本厚木駅

１日平均乗客数の伸びといったものが数値目標も含めて提示されたわけでござ

います。つまり、事務事業評価で言うところのアウトカムに当たるところがこ

の数字になると考えておりますけれども、現在において、この経済的、社会的

波及効果はどのようになると考えておられますでしょうか。 

 



◯関原和夫緑政担当部長 確かに平成16年度に地域再生計画の認定を受けるた

めの資料といたしまして、経済的、社会的波及効果の内容で入れ込み客だとか

駅の乗降客、またロープウエー利用者の人数だとか、大まかな目標数値は設け

てございます。しかしながら、先ほど申し上げましたように、シャトルバスと

かロープウエー、進展していない事業もございますので、現在は申請に向けて

策定いたしました目標値の修正等は精査しておりません。 

     （松田則康議員復席） 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。 

 それでは、この中に６つの施策が提示されております。一々読みませんけれ

ども、この６つの施策について、現在における進捗状況をお聞かせください。 

 

◯関原和夫緑政担当部長 地域再生計画の認定を受けるに当たりまして、６つ

の支援措置をいただいております。１点目といたしましては、案内標識等サイ

ン類の様式の統一でございます。これにつきましては、見城のハイキングコー

スの整備に伴いまして、整備並びに要所要所に案内看板を設置いたしておりま

す。 

 また、２つ目といたしましては、道路占用許可の弾力化というものがござい

ます。これにつきましては、現在まだ実施しておりませんけれども、将来、大

規模なイベント等が開催される場合に、道路上を使用するための使用許可など

を短期間に許可いただけるような支援措置でございます。 

 次に、３点目といたしましては、案内標識に関するガイドラインの策定でご

ざいます。これは先ほど申し上げました見城のハイキングコースの案内看板も

同様でございますが、将来的には外国人の方たちの受け入れを意識しまして外



国語の看板、また、将来的には市内全域に統一した書式の看板を設置していく

という計画でございます。 

 続きまして、４点目といたしましては、地域再生支援チームの設置でござい

ます。この支援チームの設置につきましては、内閣府の方で支援チームを設置

するということでございまして、将来、厚木市がこの計画に伴った事業を申請

した場合に、例えば国土交通省へ行ったり、また林野庁へ行ったりということ

ではなくて、市の方から申し出をすれば、内閣府の方で関係部署の職員を１度

に集めていただきまして、ワンストップの中で協議ができるということでござ

います。 

 続きまして、５点目につきましては、エコハウスの整備事業の関係でござい

ます。これにつきましては、将来、自然学習拠点を計画する中で、太陽光発電

等環境に優しい施設も取り入れた考えでございます。 

 次に、６点目といたしましては、エコツーリズムに対する支援でございます。

これは豊かな自然環境の中を散策していただくために学芸員等の専門家の育成

と、また配置いたしまして、観光客に体験型のツーリズムをしていただくとい

う支援措置になっております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。私は何が言いたいかというと、

今回の地域再生計画の肝となるものがやまなみロープウエーとシャトルバスと

いう事業で、現在この事業がなくなった。本来、プロジェクトというのは、目

標があって初めてそれがつくられるわけであって、今回、数値目標もまだよく

わからない。肝となる、本来一番柱となるものがないのにもかかわらず、計画

だけが残っていってしまって、例えば古民家の問題についても、こちらの方の

目的が、本市の地域再生計画の名称である自然学習拠点整備による再生計画を



具現化するみどりと清流のふるさと創造基本構想をもとに、地域で組織された

活性化委員会と協働でふるさと自然文化村（自然環境保全活動拠点）、協働利

用施設（古民家）の整備を林野庁の森林づくり交付金の支援をいただき実施す

るということがあって、地域再生計画を一たんおろしていただいて、それぞれ

のプロジェクトをもう１度整理統合した上で行っていった方が非常にさっぱり

するのではないか。 

 うがった見方をすると、地域再生計画が生きているがために、つじつま合わ

せのために例えば別なプロジェクトをこれにつなげてというふうな非常にわか

りにくい形になってしまうのではないかと思っております。端的に言うと、こ

れを一たん撤回するべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 

◯関原和夫緑政担当部長 この地域再生計画の認定につきましては、内閣府か

ら認定いただいたものでございまして、それを受けまして、先ほど佐藤議員お

っしゃいましたみどりと清流のふるさと創造基本構想を受けまして、地域と役

員の方々と一体での推進に向けて事業の選択等を進めておりますので、地域再

生計画の認定を取り消すという考えは現在持ってございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 この地域再生計画ですけれども、先ほども言いました

とおり、上位目的といいますか、アウトカム、何のために行うのか、それの数

値目標、例えば、先ほども言いましたけれども、年間入る人数や七沢地区へ泊

まっていただく人の人数をふやすということでありますけれども、前提とした

やまなみロープウエー、シャトルバスがなくなった現在、それをもう１度試算

し直すなり、税金を使う以上はそういったものをもう１度考え直して、改めて



提示していただく必要性があるようにも思うんですけれども、この点について

はいかがでしょうか。 

 

◯関原和夫緑政担当部長 ご指摘いただきました内容につきましては、早い時

期に研究してまいりたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。主体的ではないんですけれど

も、私も地元のこのプロジェクトにかかわる。例えば、もみじの下草刈りで一

緒にやって、もみじの苗を切ってしまって怒られたりとか、農作業を行わせて

いただいたりとかというものがあるので、一つ一つの施策については地元の方

の協力もあって、非常に有意義だと思います。ただ、先ほどのまちづくりもな

いですけれども、大枠の目標がなければそれぞれの施策を十分に生かしていく

ことができないのではないかと思っておりますので、あえて言いませんけれど

も、それぞれのプロジェクト、計画がたくさんありまして、その中で何を優先

していくのか。当然、担当の方々は理解しているのかもしれませんが、私ども

がぱっと見るとなかなか理解に苦しむようなところがあるので、ぜひもう１度

整理をし直していただきたいと考えております。 

 それでは、行政評価について質問を移させていただきます。 

 平成 15 年に行政評価に対して質問を行った折、何のために行政評価を導入す

るのかという認識を確認いたしましたけれども、残念ながら私は、その際理解

することができませんでした。それを明確に理解できないまま実施すれば意味

がないのではないかと指摘させていただきましたが、端的に、行政評価はうま

く機能しているのか、まず確認させてください。 

 



◯小瀬村恒男市政企画部長 導入いたしまして２年目でございまして、まだ評

価自体をどう評価するかという段階ではございませんけれども、ただ、平成 15

年にご質問いただいた時点と、現在の平成 18 年度に入りましての時点では、行

政評価を活用する状況下が若干異なってございます。と申し上げますのは、昨

日もご答弁申しましたとおり、行政評価のシステムが２年目を迎えましたので、

今回、平成 19 年度予算の編成に当たりまして、各部局では、この行政評価の第

１次評価をもとに予算編成に臨みましたし、総合計画の実施計画の見直し、点

検につきましても、この評価を活用させていただいております。こういったこ

とから、今後も評価を重ねるたびに、行政評価を導入した効果が明確になって

くると考えてございます。 

     （徳間和男議員退席） 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。例えば、一つの事業をとって、

この事業は本当は要らないんだけれども、評価をすることによって本来要らな

い事業を残してしまうおそれがあるとも指摘しましたけれども、昨年度の評価

結果では廃止の事業が余りにも少ないというか、廃止の事業は事実上なかった

わけですけれども、この点についてもう１度確認させてください。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 昨年度の評価結果の中では、確かに廃止事業はゼ

ロでございました。これは現在、対象事業を実施計画事業に取り込んでござい

まして、今年度でいけば 255 の事業を対象事業としているという点が、総合計

画事業という一つの事業評価というか、その課題を取り上げている中で、それ

自体が重要な位置づけをしている事業ということで、結果的に廃止がなかった。

ただ、今後、1300 とも言われてございます対象事業を全事業に拡大していくと



いうことになりますと、こういった中で廃止をしていくという区分も生じてく

ると考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 先ほども申しましたけれども、総務省の指針を受けて作成した厚木市集中改

革プランには、事業仕分けの導入による見直しの推進が記されているわけです

けれども、この事業仕分けと行政評価の関係性といいますか、これからどのよ

うな形でこれを整理統合していくのかということについてご説明ください。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 事業仕分けにつきましては、昨日もご質問いただ

きましたが、本市で策定いたしました集中改革プランの中でも、平成 19 年度を

目指して事業仕分けを導入していこうと現在検討しているところでございます。

事業仕分けの手法の中で、それそのものを行政評価の前さばきとして導入して

いるものもございます。あるいは事務事業の再編整理、廃止統合という効率的

な手法として導入している自治体もございます。あるいは全国的な展開をして

ございます団体の方式による事業仕分けもございます。こういった方式の区分

を、現在どの方法を選択するかという検討に入っているところでございます。

現在、行政評価システムの中に事業仕分けの手法をどういう区分で取り入れて

いくか、帳票等で導入していくかという検討をしてございますので、平成 19 年

度に向けまして、事業仕分け導入のワンステップだとご理解をいただきたいと

思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。この事業仕分けというのは、

シンクタンク構想日本の加藤秀樹代表が一番最初につくられたということで、



私も2000年から加藤先生と一緒に―私は端っこの方に加えていただいただけで

すけれども―活用してまいりまして、このことは 2003 年の９月議会、つまり私

にとって初めて登壇したときにも取り上げさせていただいたんですけれども、

この事業仕分けや行政評価を行うに当たり、これまでも全国から自治体の職員

が集まって、ボランティアでそれぞれの自治体に向かって、会議室をあけても

らって事業仕分けや行政評価のシステムを考えていくということがありまして、

2003 年の時点で全国からそういった自治体の関係者が集まった中で、調べてみ

ると厚木市の職員の参加した人数がトップだったんですね。 

 そういったモチベーションの非常に高い厚木市の職員もたくさんいるという

ことをご認識いただいた上で、事業仕分けを行うに当たっても、ぜひ庁内だけ

ではなくてボランタリーに、募集をかければ全国各地から集まってきていただ

いて、我が市の状況をきちんと第三者的な立場で、しかも行政にかかわる職員

たちですから、そういった立場できちんと物を見ていただけるということで、

ぜひともそういった外部の力を生かして事業仕分けをやっていただきたいと考

えております。 

 それでは、最後に教育行政の方に移らせていただきますが、食育の視点から

見た給食のあり方について、課題はあるかという質問ですけれども、先ほども

申し上げたんですけれども、地元でできた野菜に限らず食材を給食に生かして

いくという具体的な動きがあるのか、もしくはこれからどのような形でそうし

たものをリンケージしていけるのかということをまずお答えください。 

     （徳間和男議員復席） 

 

◯中國利明教育総務部長 給食の食材を選定するに当たりましては、野菜など

につきましては国産で低農薬のものを使用するようにしております。端境期と



か、いろいろ問題はあると思うんですが、特に地場産でそういうようなものの

量がそろって給食として提供していただけるようになれば、単独調理場等で現

在も使っておりますし、今後も給食のメニュー等を工夫して活用していきたい

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。給食については、さきの議会

でも深く質問させていただきましたので、繰り返しては申しませんけれども、

ぜひともこうした食材をきちんと使っていただいて、なおかつ、それを情報公

開していただいて、児童や生徒のご家族の方にも、そうしたものを提供してい

ますよということを政策として言っていただきたいと考えております。 

 それでは、ここで私の質問を終わらせていただきます。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。 

     午前９時 48 分  休憩

 


