
2007.03.08 : 平成 19 年２月定例会（第２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 子育てを応援する施策について 

 （ア）エンゼルサポート事業に課題があるとすれば何か。 

 イ 安心安全な街づくりと交通渋滞緩和策について 

 （ア）交差点改良に伴う信号機及び横断歩道等の移設に課題はあるか。 

 （イ）交通渋滞の緩和策の現状はどうか。また、対策についての考えはある

か。 

 ウ 透明性を高めるための公会計改革について 

 （ア）公会計改革についての考えはあるか。 

 エ 選挙における投票率の改善について 

 （ア）市は投票しやすい環境づくりに最大限の努力をしているか。 

(2) 教育行政について 

 ア 小・中学校登下校時の安全確保について 

 （ア）児童・生徒の安全を確保するために新たにスクールゾーン設置の考え

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。 



2007.03.08 : 平成 19 年２月定例会（第２日） 

 

◯沼田幸一議長 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、通告に従い質問をさせていただきます。 

 まず初めに、子育てを応援する施策についてお尋ねいたします。 

 少子化対策事業の１つとして昨年10月１日からスタートしたものにエンゼル

サポート事業がございます。これは地域ぐるみで子育てを応援しようという趣

旨のもと行われている事業でありまして、市内およそ 300 店舗のご協力をいた

だいて運営しているものでございます。 

 厚木市役所は、この事業をとらえ、今、子育て世帯を取り巻く優しさの輪が

どんどん広がっていますと、エンゼルサポート事業の認知と利用の広がりを強

調しております。しかしながら、すべての店舗にアンケート形式で利用状況を

調査いたしましたところ、開始以来５カ月間で利用者がないという店舗も少な

くありませんでした。市民への認知度も低いと言わざるを得ません。市内サポ

ーター店舗の皆様方には、子育て世帯への割引や特典を提供するなどご協力を

いただいているところでございます。こうした協力店舗の子供を育てる世帯を

応援しますという姿勢におこたえするためにも、より一層の改善が必要である

と考えております。 

 そこで、エンゼルサポート事業に課題があるとすれば何か、お答えをお聞か

せください。 

 次に、安心安全なまちづくりと交通渋滞緩和策についてお尋ねいたします。 

 渋滞解消を目的に、昨年暮れ、都市計画道路厚木環状２号線、同３号線、温



水恩名連絡道路の一部、相模川右岸堤防道路などが開通いたしました。そこで、

交通渋滞緩和策の現状はどうか、お尋ねいたします。 

 また、同様に昨年、新大井交差点が開通し、旧大井交差点と萱山交差点の信

号が廃止されました。交通渋滞の緩和策として、２つの交差点統合による交通

流動の円滑化と、歩行者への安全を確保するための交差点改良工事と聞いてお

りますが、この交差点改良に伴う信号機及び横断歩道などの移設に問題はある

か、お尋ねするものであります。 

 ほかに、本厚木駅東口交差点信号は早過ぎて、渡り切らないうちに赤信号に

変わり危険であるなど、交通渋滞対策にかかわる苦情や問い合わせの有無につ

きまして、あわせてお聞かせください。 

 次に、透明性を高めるための公会計改革についてお尋ねいたします。 

 私は、ここ数年、「子供にツケを回さない」を合言葉に、公会計のあり方の

提言を仲間とともに行ってまいりました。一般に、決算期３月末に発生した売

り上げは、代金未収であっても３月の売り上げとする。車などを買えば資産に

計上し、耐用年数に応じて償却をする。中小零細を含めた一般企業では、この

ような会計手法、つまり複式簿記、発生主義会計をとります。代金が入って初

めて売り上げを計上したり、車を経費で落としたりすれば、税務署からおしか

りを受けることになります。 

 ところが、厚木市の会計、一般で言うところの公会計は、予算に基づいた資

金の出入りだけを記帳する単式簿記の現金主義会計でございます。平たく言え

ば、税収も借金も同じ資金の入り、職員の給与支払いも公的施設の建設工事代

金も同じ資金の出となるわけでございます。これでは財政状況を正しく開示す

るには十分とは言いがたく、こうした公会計制度の欠陥は予算の単年度主義と

深く結びついているものでございます。今年度の予算は年度内に使い切ってし



まうという考えは単年度主義と深い関係にあります。 

 吉田寛 千葉商科大学大学院教授は次のように言っています。財政法には、公

債費または借入金以外の歳入を税源にしてはいけないと書いてある。借金はだ

めということであり、地方財政法も同じ。ところが、国の財政法にも地方財政

法にも抜け道が用意されている。議会議員がオーケーならばよいと書いてある。

なぜ借金をしてはいけないかを忘れてしまっているから、皆がオーケーしてし

まっている状況が生まれている。均衡財政を維持して子供にツケを回さないよ

うにしておく必要があると言える、このように言っています。 

 以上の理由から、私は、厚木市においても透明性の高い公会計改革を早急に

行い、均衡財政を目指した市政運営を行うべきであると考えております。会計

責任は、私たちがたくさんのお金を預ければ預けるほど重くなるのは自明でご

ざいますが、この点につきまして市長のお考えをお聞かせください。 

     （齋藤仁礼議員退席） 

 次に、選挙における投票率の改善についてお尋ねいたします。 

 市選挙管理委員会は投票しやすい環境づくりに最大限の努力をしているか、

お聞かせください。 

 最後に、教育行政についてお尋ねいたします。 

 過日、南毛利小学校前の市道において、道が細いのに朝から車が飛ばしてき

て、実際に児童のかばんに接触したりして危ない。どうか通学時間、現場に来

てもらって、この状況を見てもらいたいという連絡をお母さんたちから受けま

して、通学時間に立たせていただきました。 

 恐らく、これまでもそうした要望が強かったのでしょう。道路には注意を喚

起するための路面表示、三差路のところには黄色い看板―この看板も車にぶつ

けられて壊されていましたけれども―また、三差路の真ん中に立つ店舗の塀も、



自動車がぶつかり塀が崩れてしまったのだとお聞きいたしました。 

 私は、時間を区切って車の進入を制限するスクールゾーンを設置する必要性

があると考えていますが、この点についてご意見をお聞かせください。児童・

生徒の安全を確保するために新たにスクールゾーンを設置し、通学時間帯に車

両規制を行う考えはあるか、お聞かせください。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 子育てを応援する施策について 

 （ア）エンゼルサポート事業に課題があるとすれば何か。 

 イ 安心安全な街づくりと交通渋滞緩和策について 

 （ア）交差点改良に伴う信号機及び横断歩道等の移設に課題はあるか。 

 （イ）交通渋滞の緩和策の現状はどうか。また、対策についての考えはある

か。 

 ウ 透明性を高めるための公会計改革について 

 （ア）公会計改革についての考えはあるか。 

 エ 選挙における投票率の改善について 

 （ア）市は投票しやすい環境づくりに最大限の努力をしているか。 

(2) 教育行政について 

 ア 小・中学校登下校時の安全確保について 

 （ア）児童・生徒の安全を確保するために新たにスクールゾーン設置の考え

はあるか。 

 以上、明確なご答弁をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

◯沼田幸一議長 市長。 



 

◯小林常良市長 （登壇）佐藤議員から、子育てを応援する施策について、エ

ンゼルサポート事業に課題があるとすれば何かとのお尋ねでございますが、エ

ンゼルサポート事業につきましては、昨年10月にスタートし、子育て世帯約1000

世帯に対しカードを発行いたしましたが、本年２月末現在では3600世帯にふえ、

活用されております。また、協賛店舗につきましては、260 店舗のご協力でスタ

ートいたしましたが、本年２月末現在では 277 店舗の加入をいただいておりま

す。 

 今後も、商店会はもとより各店舗において子育て支援の施策についてご理解

いただき、加入していただけるよう要請に努めるとともに、子育て世帯に対し

てはアンケート調査等を行い、より市民に愛される事業となるよう努めてまい

ります。 

 次に、安心安全な街づくりと交通渋滞緩和策について、交差点改良に伴う信

号機及び横断歩道等の移設に課題はあるかとのお尋ねでございますが、道路の

交差部等における信号機及び横断歩道等の設置につきましては、交通管理者で

ある神奈川県公安委員会の所管であり、交通事故の防止、交通の円滑化や歩行

者の安全性確保などの観点から、道路線形や設置位置等について、詳細な交通

協議を経て事業実施をしております。 

 なお、交差点改良に伴う移設に際しましても同様に、交通の円滑性と歩行者

の安全性確保などを最優先に事業実施がされているところでございます。 

 次に、交通渋滞の緩和策の現状はどうか。また、対策についての考えはある

かとのお尋ねでございますが、交通渋滞の緩和策につきましては、特定５路線

の整備や即効性の高い交差点改良、バスベイの設置などの重点的な推進により、

円滑な交通動線の確保や通過時間の短縮等、一定の効果があらわれているもの



と考えております。 

 なお、今後につきましては、交通量調査等に基づく事業の評価を行い、さら

に環境対策などにも配慮した、よりきめ細やかな具体の交通渋滞緩和策に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に、透明性を高めるための公会計改革について、公会計改革についての考

えはあるかとのお尋ねでございますが、地方自治体の財務会計処理は、地方自

治法などの法律に基づき、会計年度の独立及び総計予算主義などを原則に、単

式簿記による現金主義会計の方式により行っているところでございます。 

 総務省におきましては、発生主義などの企業会計手法を視野に、新地方公会

計制度について調査研究を行い、昨年５月、報告書をまとめるとともに、８月

には地方行革新指針の中でその取り組みを示しております。 

 このような国の動向や先進自治体の取り組みを見据え、財政の適正化、公正

さなどを基本に、公会計改革について調査研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 選挙における投票率の改善につきましては、選挙管理委員会事務局長から、

教育行政につきましては、教育長からご答弁を申し上げます。 

 

◯沼田幸一議長 選挙管理委員会事務局長。 

 

◯大貫安彦選挙管理委員会事務局長 （登壇）選挙における投票率の改善につ

いて、市は投票しやすい環境づくりに最大限の努力をしているかとのお尋ねで

ございますが、選挙管理委員会といたしましては、選挙を公明かつ適正に執行

する中で、投票率の向上は大きな課題であると考えております。 

 投票率が低い原因といたしましては、若年層を中心として政治への関心が薄



れていると言われておりますことから、選挙時はもとより平常時においても、

若年層を中心とした選挙啓発に取り組んでおります。 

 また、選挙人が投票しやすい環境を整えるため、これまでも投票所の見直し、

分割、改善を進めてまいりました。今後におきましても、見直し等が必要な投

票所につきましては、選挙人の状況、投票所となるべき施設等十分検討を進め

ながら、投票しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 

◯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、小・中学校登下校時の安全

確保について、児童・生徒の安全を確保するために新たにスクールゾーン設置

の考えはあるかとのお尋ねでございますが、本市におきましては、従来からカ

ーブミラー、ガードレール等の整備、ドライバーに注意を喚起するための路面

表示や看板設置など、通学路の安全整備に努めてきたところであります。 

 スクールゾーンの設置につきましては、地域住民のご理解やご協力はもとよ

り、警察署、道路管理者等関係機関との調整が不可欠でございますので、今後

につきましては、スクールゾーンも含めて、児童・生徒の安全確保に効果的な

対策を研究してまいります。 

 

◯沼田幸一議長 ここで午後１時まで休憩いたします。 

     午前 11 時 56 分  休憩 

  （奈良握議員、石井芳隆議員退席） 

   ────────────── 



     （齋藤仁礼議員復席） 

     午後１時 00 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 午前に引き続きまして質問させていただきます。 

 順番を入れかえまして、まず教育行政から質問させていただきます。 

 過日、北海道で響ちゃん事件というものがありました。竹田響ちゃんという

６歳の男の子が小学校の前の道でワゴン車にはねられて、４メートル以上も引

きずられて命を奪われたという事件でございます。私は、南毛利小学校のお母

さんに相談を受けて見に行ったときに、この話を思い出したんですね。このお

母さんの手記からちょっと抜粋しますと、彼女はこのように言っています。 

 直接の原因は加害運転者の危険運転です。校門前でたくさんの児童がいるに

もかかわらず、スピードを超過し、信号も前も全く見ずに車を凶器に変えまし

た。加えて、加害者は自分自身の身を守るために証言を変えたり、うそをつい

たりして許せない。私は同時に、このような危険運転が校門前で行われたこと

に強いショックを受けています。現場は子供たちが優先に登下校することにな

っているはずの道ですが、幹線道路である 13 条通りを避ける抜け道となってい

るのが現状です。もちろん込んでいる道を避けてくる車ですから急いでおり、

スピードの出し過ぎや信号の見落としも多いのです。子供だけでなく、大人も

余りの車優先に立ちどまることがあります。ここは 10 数年前まで登下校の時間

帯に車両通行どめが行われ、校長が外に立ち安全の指導をしていたそうですが、

それでも事故は起きていたそうです。こんな状況なのに、なぜまた車を進入さ

せるようになったのでしょうかというような手記でございます。 



 南毛利小学校の前も抜け道的に使われていて、私も行ったとき、当然、朝で

すから通勤ラッシュを避けてということなので、車も結構急いでいたりするわ

けですね。車の通行どめのほかにも、さまざまな施策があると思います。ご苦

労されていると思いますけれども、その辺を現場の意見としてどのようにとら

えているのか、ご意見をお聞かせください。 

 

◯井上逸子教育推進部長 議員ご指摘の場所につきましては、私も現地を確認

させていただきまして、認識をしているところでございます。スクールゾーン

の設置につきましては、ゾーンエリア内を面的にとらえて規制をするというこ

とでございまして、警察庁の見解につきましても、なかなか実効性が上がらな

いということも聞いてございます。また、特定地域と指定をすることによりま

して交通規制に伴う課題もございますので、個々の実情に応じた最善策を、学

校や地域の皆様を初めといたしまして関係機関と十分協議調整する必要がある

と考えてございます。そういうことから、子供たちにとりまして、よりよい安

全整備に努めてまいり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。地元の意見としては、例えば

歩行者のところの色を黄色にするとか、そうした歩行者通路のマーキングをし

たりとか、また、ほかの自治体などではイメージハンプといって、車がスピー

ドを落とすようなペインティングを施すようなことも聞かれておりますので、

ぜひとも研究をしていっていただきたいと考えております。 

     （石井芳隆議員復席） 

 それでは、次の質問に移らせていただきますが、子育てを支援する施策につ

いてということでございます。 



 エンゼルサポートについて、地元からこういう意見が最初出されました。エ

ンゼルサポートというのはとてもいいアイデアですけれども、利用者数が余り

にも少ない。市民にも知られていないのではないかというご意見だったんです

けれども、これを受けて過日アンケートを作成して、すべてのご協力店舗に送

らせていただきました。ファクスや郵便代を負担していただくという形である

にもかかわらず、41 店舗の方々からご意見をいただいたんですけれども、実際

見てみると、利用実績については、利用者数ゼロという店舗も少なくはなく、

利用者が延べ 10 人以下という店舗が９割でした。ただし、ケーキ屋などを中心

に、50 人以上の利用者数がある店舗もありまして、今後の対応についての意見

も、およそ半数が、多少税金を使っても、今のままでは利用者数が少ないので、

対象世帯に対してエンゼルサポートガイドの郵送やサービスの告知などのアク

ションを起こすべきではないかという意見がありました。また、税金がかかる

ならば今のままでよいという意見も３分の１程度ありまして、こうした意見に

対して市の方ではどのように把握しているのか、まずお考えをお聞きいたした

いと思います。 

 

◯原 隆産業振興部長 エンゼルサポート事業につきましては、開始前から市

としてでき得る限りのＰＲはしたつもりでございます。一例を申しますと、市

の広報からホームページ、そして新聞広告、または情報誌、ポスター、そのほ

かバスの社内にもチラシを置かせていただいたり、イベント会場でもチラシを

配る。駅前のあつぎビジョンなんかもやっております。現在も駅前のあつぎビ

ジョン、またホームページ、店頭のポスター等についても今引き続きやってお

ります。ただ、ダイレクトメールについては、個人情報とか、そういったもの

がございますので、この辺は差し控えさせていただきました。こういう中で、



現在も毎月 300 世帯前後の申し込みがございます。そういった意味では、子育

て世帯の関心は高いのかなというふうには感じております。 

 議員おっしゃる今後のＰＲの関係でございますけれども、新たな店舗の紹介

とか、また協賛店舗のサービスの内容の変更とか、そういったものもお知らせ

しなければいけませんので、年度が変わりましたら情報誌の改訂に着手をした

い。このときに、いろいろとアンケート等もしてＰＲもしたい。また、10 月に

はカードの更新もございます。こういった時期に改めてまたＰＲもさせていた

だきたいと思っております。 

 協賛店舗が伸びていないというのがもう１つ大きな課題だと思います。これ

については、今、未加入店舗の方に案内を差し上げておりまして、また後日、

職員が直接お伺いしてお話をさせていただくというつもりでおります。こうい

った形で、市としてできる限りのＰＲに努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。このシステムは、地元の企業、

店舗にとっても、地元にお金が落ちるという意味でもいい企画だと思うんです

けれども、これまでも例えばアンケートなり地元の方に意見を聞いても、今回、

これは実物ですけれども、41 通アンケートが返ってきたというのは、かなり高

い確率で返ってきているんですね。読んでみると、意見の中では、もっと宣伝

活動をしていただかなければ協力店としても意味がないとか、そういう意見が

さまざま載っていまして、協賛店舗自身も今のままではよくないのではないか

という意見もあります。 

 一方では、先ほど申しましたとおり、お金を使うのはやめてほしいという意

見もあるので、すばらしい事業だと思いますので、より改善して、よりよいシ

ステムとしていっていただきたいと考えております。 



 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、安心安全な街づくりと交通渋滞緩和策についてということで、大井交

差点付近の信号と横断歩道の撤去に地域住民は納得しているかということでご

ざいます。 

 地域を歩くと、説明責任が十分なされていないのではないかという声も聞く

わけですけれども、このあたりについて、まずご見解をお伺いいたします。 

 

◯宮台 功道路部長 大井交差点の改良事業に伴う関連でございますが、この

事業につきましては、既存の萱山交差点と大井交差点を一つに統合した改良事

業でございまして、そのことに伴います影響の範囲、この事業計画に対しまし

て、事前に説明会を開催するなど関係者の皆様方に一定のご説明をし、事業を

展開してきたような状況にございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 事前の説明会というのは、回数的には何回でしょうか。 

 

◯宮台 功道路部長 事前の説明会につきましては、平成 16 年６月に、戸室地

区と恩名地区、両地区にまたがりますので、それぞれの自治会の関係者並びに

地権者の方々に対しまして説明会を開催いたしております。 

 

◯沼田幸一議長 回数。 

 

◯宮台 功道路部長 回数につきましては、事前の説明会としては１回、それ

から関係いたします自治会がその周辺にございましたので、追加して平成 17 年

９月に計画概要について改めて説明をいたしました。計２回開催いたしました。 



 

◯３番 佐藤知一議員 渋滞解消というのを前の市長も小林市長も重点施策と

して位置づけているわけで、早急に解決していかなければならないということ

もあるわけですけれども、ただ、地元でお店を開いていたりとかすると、やは

り非常に大きな影響があるということで、１つ残念だったのは、事前にそうい

った説明会を１回ではなくて複数回、納得いくような形でつくっていただきた

かったなと思っております。 

 また、この大井交差点近辺では、病院がありまして、その通りの前にバス停

があって、そこに通われているお年寄りが、横断歩道を渡ると上か下でぐるっ

と遠回りしなければいけないところを無理に道路を渡っていってしまって、非

常に危ないという声もあります。１度撤去した横断歩道とか信号をまたつける

というのはなかなか難しいものがあると思いますけれども、今からでも遅くは

ありませんので、地域に入っていっていただいて、今後どのようにしていった

らいいのかという検討をしていっていただきたいと考えておりますが、その点

についていかがでしょうか。 

 

◯宮台 功道路部長 ただいまの横断歩道の位置の関係でございますけれども、

既存の大井交差点、水引交差点寄りでございますけれども、その箇所と萱山交

差点、これを統合した形でございますけれども、そのことによりまして、もと

の大井交差点から統合した新たな交差点に対しまして、約 45 メートルほど横断

歩道が移動したことになっております。これらは現実的には、歩行者の安全性

の確保ということをどうしても優先しなければならないというふうな警察との

協議の中で、このような形の措置をしておるわけでございますけれども、議員

のお話しのように、移動したことによる不便さという問題も地域から出ている



ことも事実でございますので、これらに対しまして、区間が非常に短いわけで

ございますけれども、そういうふうなことの中で可能性があるかどうかについ

て、交通管理者との協議は行ってまいりたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ぜひともよろしくお願いしたいと考えております。 

 交通渋滞緩和策の現状はどうか。また、対策についての考えはあるかという

質問に移らせていただきますが、都市計画道路がさまざま開通したりとかして

いる中において、例えば昨年の今ごろと現在を比べて、渋滞が減っていないの

ではないかといったような意見もたくさん聞かれるわけですけれども、この辺

について調査した資料などあれば、具体の数字を挙げて教えていただきたいん

ですが、いかがでしょうか。 

 

◯宮台 功道路部長 交通渋滞の緩和策として特定５路線の整備を行ってきた

わけでございますが、昨年 12 月に供用開始を行い、まだ２カ月の状況でござい

まして、具体的な交通量の変化というものはなかなかとらえにくいわけでござ

いますけれども、何カ所かの交通量の変化の実例で申し上げます。例えば、た

だいまお話にございました大井交差点でございますけれども、水引交差点に至

ります渋滞が激しかった水引小野線の交通量が約４割ほど減ったという状況が

１つございます。 

 また、これに新たに交差する形で交差点改良を実施いたしましたけれども、

このことに伴いまして、北側の方の林に向かっての戸室交差点、県道厚木清川

線の交差点でございますけれども、ここから大井交差点を経まして南の方に県

道上粕屋厚木線と交差いたします萱山南交差点がございますが、この間、約 1.4

キロメートルほどの区間で、この間の交通に要する時間が、約 10 分間ほどの時



間を要しておりましたけれども、改良後におきましては半減いたしまして、４

分半ぐらいの時間に短縮されたという状況の変化はあらわれているところでご

ざいます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。私も毛利台の方からこっちに

来る水引小野線を朝使ったりすることも多いわけですけれども、体感として、

少なくなっていると言われればそうかもしれないなと思ったりもするわけです

けれども、また、渋滞がなかなか解消されないなという思いも強くあるわけで

すね。市内には金田陸橋であるとか愛甲だとか渋滞する箇所がたくさんあるわ

けで、その部分だけの解消をしても、これを解決することはなかなか難しいと

思います。今後も引き続き市長のリーダーシップをとっていただいて、解消に

向けて頑張っていただきたいと考えております。市長の方も選挙の中で、立会

演説会のときにボトルネックを解消する必要性というのを強く言われていたわ

けで、ぜひとも、公約から約束へということで、この約束を守っていただきた

いと強く思うところでございます。 

 また、これにかかわるわけですけれども、本厚木駅東口の交差点の信号機は

県の警察ですけれども、あそこがスクランブル交差点になってから、お年寄り

の方が渡り切れないうちに赤信号に変わってしまって危険ではないかという声

があります。私も、午前８時ごろですか、東口の方から判こ屋さんの前のあた

りに自分の足で行くと、前が詰まっていると、さあ渡ろうと思ったときに信号

が点滅したりとかするわけでございます。ぜひとも県の方とも連携をとって、

今後こうしたものに対しても改善に努めていっていただきたいと考えておりま

すが、いかがでしょうか。 

 



◯宮台 功道路部長 ただいま本厚木駅東口の交差点の関係でございますが、

ことし２月に交差点の信号機の形式が変わりまして、歩行者と車両を分離する

形式に変更になりました。これは車両による右左折の際での歩行者の巻き込み

事故が多い関係から、歩行者と自動車の通行をそれぞれ分離しようということ

で、歩行者が横断するときには車両は全方向が停止しているという形での信号

機に変更になってございます。市内でも４カ所ほどこのような形式の信号機に

変わってございますけれども、特に歩行者の交通量が多い箇所、あるいは交通

事故が多い箇所ということで変更がされているわけでございます。 

 この形式の中で特に間違いやすいのは、スクランブルの交差点、これは車両

は全方向とまっておりますけれども、斜めにも行けるという状況がございます

が、本厚木駅東口に設置いたしました信号機につきましては、歩行者専用減時

方式と申しまして、歩行者はあくまでも横断歩道の線に沿って渡っていただく

という形式でございます。この形式の中で、なかなか割り切れないという問題

がございますけれども、現実的には歩行者が渡る時間は 23 秒ほど設置されてお

りまして、これの距離が約15メートルほどでございまして、これらの関係から、

青時間が 15 秒、点滅する青時間が８秒という振り分けになっており、直進方向

で渡っていただければ十分に渡り切ることができると思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。本当はわからないんですけれども。実

際東口へ行っていただくとわかるんですけれども、東口の出口から図書館の方

にあるわけですね。スクランブル交差点で、２段階右折みたいな渡り方をして

いる人は皆無でありまして、本来はそうすべきものであるならば、そうしたも

のを告知していただきたい。お年寄りは、先ほどの大井交差点のところでもそ

うだったわけですけれども、できるだけ短い距離で渡りたいと思うのが心理で



ございまして、もし歩行者がそのように動いていないとするならば、やはり何

らかの対策を打っていただきたいと考えております。時間の関係でお答えは結

構です。 

 次に、公会計改革についての考えはあるかというところに移らせていただき

ます。 

 公会計改革について質問するに当たって、財政の現状認識についてまず確認

させていただきます。市長選を通じて、厚木市は財政が豊かだと思われている

のかなと認識したのは、お二人ともなかなか争点には取り上げられませんでし

た。質問の形式でいきますけれども、10 年前に比べて厚木市の財政状況は改善

しているのか、まずその認識をお答えください。 

 

◯柳川誠司財務部長 10 年前に比べまして厚木市の財政状況はというご質問で

ございますけれども、財政状況を判断いたしますには幾つかの指標がございま

す。その代表的なものを申し上げますと、まず財政構造の弾力性を判断いたし

ます経常収支比率というものがございます。10 年前ということですので平成 17

年度決算で申し上げますと、平成７年度決算では、この経常収支比率が 68.9％

でございました。これが平成 17 年度決算では 81.7％となりまして、12.8 ポイ

ント増加をしております。これは増加をしてしまったんですが、県下では一番

低い数値ということになってございます。 

 次に、財政構造の健全性をはかる公債費比率でございますけれども、これは

平成７年度決算では 11.5％でございましたけれども、平成 17 年度決算では

10.1％となりまして、1.4 ポイントほど減少をしてございます。これも県下では

６番目の低さということになっております。 

 次に、財政基盤の強さをはかる財政力指数につきましては、平成７年度決算



では 1.417 で、平成 17 年度決算でも 1.417 ということになりまして、指数とし

ては変動がありませんでした。これにつきましても県下では１位という数字に

なってございます。 

 また、一般会計、特別会計、土地開発公社をすべて合わせました債務の状況

でございますけれども、平成７年度決算では約 1469 億円でございましたけれど

も、平成 17 年度決算では 1060 億円となりまして、409 億円の減少となってござ

います。 

 こういったことから、経常収支比率につきましては増加ということになって

ございますけれども、他の指数につきましては、おおむね良好と考えておりま

す。今後も経常収支比率の経常経費削減につきましては努力をしてまいりたい

と考えてございます。 

 

◯小林常良市長 今、財務部長の話がありましたけれども、どうしても経常経

費というものが膨らみつつあるというのは現実の話でございますので、こうい

うものを行財政改革の中で、その圧縮がどこまでできるのかというのも大きな

課題であるのではないかなと思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。一番最初に部長も経常収支比

率を出されたわけですけれども、これは税などの一般財源を人件費や扶助費、

公債費など経常的に支出する経費にどれぐらい充当しているかということで、

財政の健全性を判断するものと言われています。ちなみに、この比率が高くな

るほど、公共施設の整備など投資的経費に充当する財源の余裕が少なくなる。

財政運営が厳しくなるということでありますけれども、一般的に言われている

のは、総務省の指導によって、一般市は 75％を上回らないようにと指導されて



いると認識しておりますが、部長が言われたような形でずっと上がってきてい

るわけですね。硬直化している。ある方は、当時は夕張市だったと言われてい

るわけですけれども、実はそうではなくて、厚木市の財政はだんだん悪くなっ

ているのではないかと思っております。 

 大阪府のある市は、財政力指数が 1.18 だったのにもかかわらず、放漫経営に

よって財政破綻というか、財政非常事態宣言を発動したという自治体も実際あ

るわけで、ぜひともこうしたことに対して引き締めていっていただきたいと思

います。 

     （高橋徹也議員退席） 

 本題というか、公会計改革についてですけれども、単式簿記というのは当然

法律で定められているわけですけれども、このまま残すとしても、民間企業と

同じか、それに近い会計制度を導入していった方が理解しやすい。つまり、私

のような素人が見ても皆さんのようなプロが見ても、やはり予算書だけではそ

の事態を全く把握することができないという現状があって、市長答弁では非常

に前向きなことが言われたんですけれども、こういうようなものについては、

これから導入していく方向であると認識してもよろしいのでしょうか。お答え

ください。 

 

◯柳川誠司財務部長 今議員ご指摘のとおり、現在の公会計制度につきまして

は単式簿記の方式をとってございます。現在、制度につきましては法律で規定

をされておりますので、法律に基づきまして財務会計処理を行っていかなけれ

ばならないと考えております。ですけれども、昨年策定されました地方行革新

指針で示されております内容、あるいは現在、総務省を中心に検討されている

内容等を踏まえまして、今後その対応方法について、例えばバランスシートの



出し方ですとか、財務の行政コストの出し方ですとか、そういった４表の関係

もございますので、こういったものの基準等の内容を精査させていただきまし

て、調査研究に努め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。厚木市においても、物によっ

てはＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）であるとか、市場

化テストといったようなものの導入を前向きに検討するということもこれまで

行われてまいりました。しかし、こうした活用、導入に当たっても、現制度で

は民間企業と同じ基準で比較することはできないわけです。つまり、減価償却

や本部経費の割り掛けといったシステムのないような今の公会計では、単純に

現金主義会計では比べられないということでありまして、ぜひとも、今言った

ような前向きな答弁のとおり、早期導入をしていっていただきたいと思います。 

 さりとて、これまで私も強く言ってまいりました行政評価システム導入と同

じように、職員にかかわる負担が非常に大きなものとなっていくわけでござい

ますので、ぜひとも他市町村、ほかの自治体の事例などを研究していっていた

だきたいと考えております。 

 それでは、質問を移します。最後に、残り４分ほどになりましたが、選挙に

おける投票率の改善について質問させていただきたいと考えております。 

 次回の厚木市議会議員選挙の投票日は７月１日になりました。参院選と同じ

日にならなかったわけですけれども、この理由は何か、まずお答えください。 

     （高橋徹也議員復席） 

 

◯大貫安彦選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会といたしましては、投票

率を上げることは必要なことだと考えております。しかしながら、同日選挙を



行った場合には、国政選挙と地方選挙との投票資格の違いによります受付事務

の煩雑さ、参議院選挙中に市議選立候補予定者の 40 人の方々の事前審査等を行

わなければいけないということ、同日選挙となった場合には投開票事務に多く

の従事者と時間が必要なこと、ちなみに、前回から非拘束式の参議院の比例代

表制が導入されたわけですけれども、開票終了時間が前々回が午前４時、前回

が午前２時25分という状況になっております。そして、政局の状況によっては、

必ずしも29日というものが固定されたものではないということをかんがみまし

て、選挙事務の正確さを期するということを最優先に考えまして、同日選挙と

いうことを避けるという決定が下されたものでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。参考までに、手短にお願いしたいんで

すけれども、ほかの自治体で同日選挙を予定しているところはございますでし

ょうか。 

 

◯大貫安彦選挙管理委員会事務局長 今回の選挙では厚木市が該当になると思

いますけれども、過去においては近隣の市町村で実施されたところもございま

す。衆議院の同日選挙、あるいは参議院でやられたところがございますけれど

も、ある市におきましては、投票の確定時間が午前零時を回ってしまったとい

うことも聞いております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 個人的な見解ですけれども、開票が午前零時を回って

も、投票率向上についてもう少しウエートを置いていただきたいなと考えてお

ります。 

 時間が残り少ないのであれですけれども、駅頭の活動とかをしていると、先



日こういうメモをいただきました。このメモには、投票所、愛甲宮前―坊中と

書いてあって、愛甲児童館、遠くなったと書いてあるんですけれども、このメ

モ書きは、恐らく投票所が遠くなって投票しづらいというのを言うがために手

渡してくれたと思うんですけれども、これについて何かご意見があれば。 

 

◯大貫安彦選挙管理委員会事務局長 愛甲宮前公民館から愛甲児童館に変更し

てございます。変更した理由といたしましては、愛甲宮前公民館につきまして

は、市の施設ではないということと、敷地、建物ともに非常に狭隘であるとい

うことで、バリアフリー化への対応が非常に難しいといったこと、それから駐

車スペースがなくて、近隣の住民の方から駐車等に対する苦情が非常に多かっ

たこと、もう１点は電気の容量が非常に低くて、冷房あるいは電子機器等を使

うのに対応できない施設であるということがございまして、愛甲児童館ができ

た際に、南毛利南地区の自治会連絡協議会、あるいは地元の地区の自治会とも

協議をさせていただきまして変更させていただいたもので、周知につきまして

は、投票所の変更を各家庭に送付したり、あるいは回覧等で周知に努めてまい

りました。 

 

◯沼田幸一議長 時間ですから、まとめてください。 

 

◯３番 佐藤知一議員 では、終わります。 

 

◯沼田幸一議長 ここで 10 分間休憩いたします。 

     午後１時 32 分  休憩 

  （沼田幸一議長、森住勉議員退席） 



   ──────────────

 


