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通告要旨 

 

(1) 市政一般について 

 ア 行政対象暴力対策について 

 （ア）組織を横断した情報の共有と問題発生時の体制は、十分に整っている

か。 

 イ 地産地消と農業政策について 

 （ア）七沢地区のふるさと食文化村構想など、特色ある厚木の農業を充実さ

せる施策の成果は何か。 

 ウ 公共施設の管理について 

 （ア）計画的な管理は行われているか。また、プロパティマネジメント（Ｐ

Ｍ）の概念から維持管理する専門家（プロパティマネジャー）を導入したらど

うか。 

 エ 商店会の空き店舗対策について 

 （ア）小規模多機能型居宅介護事業を空き店舗対策に活用したらどうか。 

 オ 市立病院の産婦人科医師の撤退について 

 （ア）市内において分娩の受け入れ体制の確保は十分か。 

 カ 防災活動と消防団について 

 （ア）災害発生時における役割分担は明確にできているのか。また、防災体

制の整備は充実しているか。 

 

 

 

 

 

 



2007.05.30 : 平成 19 年６月定例会（第２日） 

 

  ────────────── 

     午前９時 55 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）おはようございます。民主党の佐藤でござい

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をさせ

ていただきます。 

 前長崎市長が射殺された事件から１カ月が過ぎました。この事件で起訴され

た指定暴力団幹部が、自損事故などをめぐって同市に再三金銭を要求していた

ことが、その後の調査で明らかになりました。行政当局をねらった行政対象暴

力が改めて注目されることになりました。行政側の事なかれ主義や対応のふな

れなのも重なって、表面化しないまま不当な要求を続けたり、時には凶悪事件

に発展したりもいたします。行政対象暴力に対応するには、それぞれの担当課

など組織を横断した情報の共有が必要であると考えます。 

 そこで、行政対象暴力を起因とした問題発生時の体制は本市において十分に

整っているか、お考えをお聞かせください。 

 次に、地産地消について質問をいたします。 

 地産地消とは、地元でとれた農産物をできる限り地元で消費していこうとい

う生活スタイルの提案でございます。地元でとれたものを地元で消費すること

により、流通にかかわるエネルギー消費量が減るというエコロジー効果も望め

ます。 



 七沢ふるさと食文化村や各地で行われている農業体験などの活動に私も加え

ていただき、消えつつある郷土料理や質の高い食品を守る、質の高い素材を提

供してくれる小生産者を応援することを目的に汗をかかせていただきましたが、

そこで、七沢地区のふるさと食文化村構想など特色ある厚木の農業を充実させ

る施策の成果は何か、お考えをお聞かせください。 

 次に、公共施設の管理について質問をいたします。 

 不動産管理におけるプロパティマネジメントとは、長期の視点から所有者の

利益を最大化する業務であります。民間のビル管理ではこの概念が定着してお

り、プロパティマネジャーが、物件の劣化、価値の毀損を最小限にするため計

画的な維持管理を行います。建物に問題が発生してから修復することを繰り返

すよりも、その発生を予防するため計画的に手を入れ、効率的に運用をするの

です。建物の寿命を延ばすことは、切迫する廃棄物処理問題など環境の視点か

らも重要なことです。 

 しかし、市の公共施設には過去の工事の経緯などを記録する管理台帳さえな

いものも存在します。壊れたら修理、苦情に対応、現場の判断任せというスタ

イルは改善の余地があると考えます。同じく公共性を持つ道路のように台帳を

整備し、計画的維持管理に役立てることが大切であると考えています。 

 そこで、計画的な管理は行われているか。また、プロパティマネジメントの

概念から維持管理する専門家を導入するべきであると考えますが、いかがでし

ょうか。お考えをお聞かせください。 

 介護保険法改正により、昨年４月、介護支援の類型となる新たな地域密着型

サービスを提供することができるようになりました。この中にある小規模多機

能型居宅介護事業は、空き店舗や農村集落の民家を利用、設備要件を緩和する

かわりに少人数に限るという制度でございます。特養老人ホームなどは、広さ、



ベッド数、食堂設置など厳しい要件があります。この法改正により小規模に限

って設備要件が緩和され、新たな福祉施設づくりが可能となったのです。 

 この施策の利点として、１、地域ごとの施設なので幼なじみや顔みしりと一

緒にサービスを受けることができる。２、中心市街地に来なくともサービスが

受けられる。３、地域での雇用促進やシャッター商店街の防止にもつながるな

どが挙げられます。 

 私は、この新サービスを活用することで、各地域に高齢者が気軽に立ち寄れ

る空間の創出も可能ではないかと考えています。さらに、保育士を雇用するこ

とで、保育、介護福祉、地域活性化、雇用対策の４つの課題を解消する起爆剤

となる可能性さえあると考えています。 

 この法律が施行されてから１年後の今、事業実現に至るまでの問題点も幾つ

か報告をされています。そこで、小規模多機能型居宅介護事業を空き店舗対策

に活用したらどうか、お考えをお聞かせいただきたいと考えます。 

 次に、市立病院の産婦人科医師の撤退についてお尋ねいたします。 

 現在厚木市内で分娩を受け入れているのは、市立病院のほか総合病院１つと

個人病院２つがあります。市内では年間約 2100 件の出産数があり、市立病院で

はおよそ 600 人が出産をされています。仮に市立病院が受け入れを中止してし

まった場合、地元でお産ができない出産難民の発生も危惧されています。市内

において分娩の受け入れ体制の確保は十分か、市としてのお考えをお聞かせく

ださい。 

     （石井芳隆議員復席） 

 次に、防災活動と消防団についてお尋ねいたします。 

 阪神・淡路大震災では、家を焼失するなどみずから被災しながらも救出活動

に当たった消防団員の活躍により多くの命が救い出されました。消防団はほか



の職業についている団員で構成されていますが、火災や風水害などの災害、有

事の際には、非常勤公務員として消防業務につきます。また、消防団は水防団

も兼務しており、水防は豪雨災害や川のはんらんなどを警戒防御する仕事でご

ざいます。火災警戒などで花火や催事の警備を行うことも多くあり、すべての

消防団員はＡＥＤを使った心肺蘇生法も既にマスターしています。これらは訓

練され組織化された消防団が地域の重要な場面で活躍しているあかしであると

も言え、多くの消防団員が誇りを持って出動をされています。 

 そこで、消防団の持つ役割は、非常に重用視しているわけでございますので、

災害発生時における役割分担は明確にできているのか、また防災体制の整備は

充実しているのか、お考えをお聞かせください。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 行政対象暴力対策について 

 （ア）組織を横断した情報の共有と問題発生時の体制は、十分に整っている

か。 

 イ 地産地消と農業政策について 

 （ア）七沢地区のふるさと食文化村構想など、特色ある厚木の農業を充実さ

せる施策の成果は何か。 

 ウ 公共施設の管理について 

 （ア）計画的な管理は行われているか。また、プロパティマネジメント（Ｐ

Ｍ）の概念から維持管理する専門家（プロパティマネジャー）を導入したらど

うか。 

 エ 商店会の空き店舗対策について 

 （ア）小規模多機能型居宅介護事業を空き店舗対策に活用したらどうか。 



 オ 市立病院の産婦人科医師の撤退について 

 （ア）市内において分娩の受け入れ体制の確保は十分か。 

 カ 防災活動と消防団について 

 （ア）災害発生時における役割分担は明確にできているのか。また、防災体

制の整備は充実しているか。 

 以上につきまして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。 

 

◯小林常良市長 （登壇）ただいま佐藤議員から、行政対象暴力対策について、

組織を横断した情報の共有と問題発生時の体制は、十分に整っているのかとの

お尋ねでございますが、近年、行政に対し、社会的常識を逸脱した行為を手段

として、違法、不当な要求をする、いわゆる行政対象暴力が全国的に発生して

おり、先般の長崎市での事件は記憶に新しいところでございます。 

 本市といたしましても、早速、研修会を開催するとともに、厚木市行政対象

暴力対策委員会を設置し、行政対象暴力の防止に関する対処方針や対策事項を

協議する場を設けたところであります。また、職員向けに対応マニュアルを作

成し、行政対象暴力に関して、初期段階での情報の共有や問題発生時の対応に

ついて、組織的に取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、地産地消と農業政策について、七沢地区ふるさと食文化村構想など、

特色ある厚木の農業を充実させる施策の成果は何かとのお尋ねでございますが、

七沢地区ふるさと食文化村構想については、平成 15 年度に基本計画を策定し、

平成 16 年度には東京農業大学教授の助言を受け、鳥獣被害の少ない作物を基本

に農作物選定を取りまとめ、平成 17 年度から本年度までの３カ年計画にて地元



推進委員による実証栽培試験に取り組んでおり、これまでおおむね順調に進ん

でおります。 

 収穫作物については、地元の旅館や養護施設等に提供し、食材活用を試みる

とともに、地元の森のまつりの中で、来場者に加工調理品の試食提供等を行い、

好評を得ているところであります。本年度は、実証栽培試験の取りまとめと、

農産物加工技術の習得や加工施設の整備に向けた調査研究を進めてまいります。

また、福祉施設等との連携による体験農業の研究にも取り組んでまいります。 

 次に、公共施設の管理について、計画的な管理は行われているか。また、プ

ロパティマネジメントの概念から維持管理する専門家を導入したらどうかとの

お尋ねでございますが、市が設置いたしました公共施設は、その施設の設置目

的が最大限に生かされ、利用しやすい施設となるよう、また、施設の老朽化を

防ぐためにも整備計画を作成するなど、定期的な維持管理、維持補修に努めて

いるところでございます。 

 また、プロパティマネジャーの導入についてのご提案ですが、プロパティマ

ネジメントは、建物収益を主とした資産管理の総合的な手法で、その一部に施

設の維持管理が含まれていると聞いております。今後におきましては、これら

の手法の効率性、経済性などを含め研究するとともに、公共施設の適正な管理

に努めてまいります。 

 次に、商店会の空き店舗対策について、小規模多機能型居宅介護事業を空き

店舗対策に活用したらどうかとのお尋ねでございますが、空き店舗の積極的な

活用につきましては、商店街の活性化を促進させるための有効な方策として認

識をしております。このため、毎年、厚木市商店会連合会を通じ、市内の各商

店会に対し空き店舗調査を実施いたしまして、その実態把握に努めているとこ

ろであります。昨年度の調査結果では、市内全体で 67 店舗が空き店舗として報



告がされております。 

 今後は、空き店舗の規模などより詳細な状況把握を行い、地域商業環境を向

上させるためにも、新たな出店者の誘導を図るとともに、小規模多機能型居宅

介護事業を初めとするほかの用途も含め、関係者等への情報提供を積極的に行

うなど、空き店舗対策に努めてまいります。 

 次に、厚木市立病院の産婦人科医師の撤退について、市内において分娩の受

け入れ体制の確保は十分かとのお尋ねでございますが、市立病院の産婦人科医

師につきましては、７月をもって引き揚げというお話が協力関係にある大学医

局から示されております。本市にとりまして、産婦人科医師の確保は重要課題

でありますので、大学当局に再三にわたり、派遣の継続をお願いしており、さ

らに県知事を初め関係機関に対し、積極的な要請を行っているところでござい

ます。また、地元で安心して出産できるよう、厚木医師会を初め近隣医療機関

への協力要請を行い、分娩の受け入れ体制の確保に向け、引き続き全力で取り

組んでまいります。 

 次に、防災活動と消防団について、災害発生時における役割分担は明確にで

きているのか。また、防災体制の整備は充実しているかとのお尋ねでございま

すが、各種災害から市民の生命、身体、財産の保護などを目的とした厚木市地

域防災計画に基づき、消防団が担う消火、救助活動など災害時の任務分担を明

確にし、関係装備の充実に努めております。 

 また、昼夜を分かたず防災活動に携わる消防団員の皆様が、市民の安全安心

のために活動しやすい環境づくりに主眼を置いた防災体制の整備を図ってまい

ります。 

 



◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございます。任期最後の一般質問で

すので、通告も多岐にわたっております。中には順番を入れかえて質問をさせ

ていただくところもありますけれども、ご容赦ください。 

 まずは行政対象暴力対策についてということで、早速研修会を開催するとい

う前向きなご答弁、どうもありがとうございます。 

 まず、行政対象暴力というものについて、その定義をお聞きいたします。何

をもって行政対象暴力と認識したらよろしいのでしょうか。 

 

◯伊東一男総務部長 行政対象暴力の定義でございますけれども、市では対策

要綱を定めてございまして、その中で定義を決めてございます。基本的には市

及び職員に対する違法、不当な行為で要求をする行為が中心で、このための暴

力行為であるとか脅迫行為、あるいは正当な理由もなく職員に面会を強要する

行為、書面、街宣活動等により市の業務を妨害する行為、このようなものが考

えられます。 

 具体的な内容としましては、例えば市が発注した工事に対する２次的、３次

的下請の強要をするとか、生活保護費の支給の要件に該当しないのにこれを強

要する、あるいは機関紙や紳士録などの講読や賛助金を要求する、こういうも

のが該当するのではないかと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。市長の答弁の中に厚木市行政

対象暴力対策委員会を設置するというお話がありました。この委員会のメンバ

ーというのは職員の中から構成されていると考えてよろしいのかどうか。また、

もしそうであればメンバー構成を具体的にお聞かせください。 

 



◯伊東一男総務部長 厚木市行政対象暴力対策委員会につきましては、５月 21

日に第１回の会議を開きまして立ち上げをしてございます。メンバー構成とし

ましては、委員長に都高副市長、副委員長に教育長を充てまして、各委員には、

それぞれ所管で行政対象暴力の事例の発生があり得る部の部長、具体的に申し

ますと、例えば安心安全部長、福祉部長、都市部長、あるいは総務部を入れま

して、すべてで７人で構成してございます。また、アドバイザーとしまして、

警察のＯＢでございます渉外安全指導員を加えた組織としております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。比較的行政対象暴力が多いと

思われるところの部長を中心にということですけれども、ぜひとも周知徹底を

していただいて、一見関係のない担当課、担当係といったところに対しても十

分そういうふうなことはあり得ると考えておりますので、もしグレーなところ

があってもきちんと申し出をする。早期発見というのが、やはりクレーム処理

に対する一番の対応だというのは、共通の認識だと思いますので、その辺はお

願いいたします。 

 それでは質問を次に移らせていただきます。公共施設の管理についてでござ

います。 

 市内にはいろいろな施設がございまして、公民館や児童館、老人憩の家を初

めとしてありますけれども、それぞれどのような管理がなされていたのかにつ

いてお尋ねいたします。それぞれの担当部署がありますが、過去の工事の経緯

などを記録する管理台帳の有無について、まず確認させていただきます。公民

館、児童館、老人憩の家について、順番にそれぞれの担当部長にお答えをいた

だきたいと思います。 

 



◯柳川誠司教育推進部長 公民館につきましては、施設台帳と主な増改築履歴

を記載しましたものを備えております。また、新築後の改修経過や修繕履歴に

つきましても、この台帳とともに保管をいたしております。 

 

◯伏見 清市民協働部長 児童館につきましては、36 館ございますが、それぞ

れ管理台帳を作成いたしまして、年次計画に基づき補修工事を実施しておりま

す。 

 

◯門倉照雄福祉部長 老人憩の家につきましては、現在 38 館に。施設台帳を備

えてございますけれども、この内容につきましては、過去の工事記録あるいは

修繕の記録等につきましての記載をしましたいわゆる管理台帳といった内容と

はなってございません。工事の経過につきましては、それぞれその年に行いま

した工事記録につきましてファイルにし、保管をしている状況でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。やはりそれぞれの担当課があ

ってそれぞれに管理されているというふうに思って、それに対してはきちんと

責任を持って管理されているとは思いますけれども、やはり管財が中心となっ

て、そういった共通の決まり事みたいなものをつくっていただきたいと考えて

おります。 

 また、提案いたしました管理台帳なども、例えば大規模修理については、さ

かのぼって把握しているけれども、小さな工事についてはなかなか把握できな

いといったようなこともありますので、これはお金のかからないことですから、

それぞれの課においてせめて管理台帳をつくっていただいて、小さな修繕につ

いても細かく書いていっていただく。そういうものが 10 年 20 年先には、やは



りそういった我々の財産である公民館や児童館、老人憩の家などを長くもたせ

るということにもつながっていく、むだ遣い削減につながっていくと考えてお

ります。これは要望しておきます。 

 次に、厚木市立病院については、後ほど分娩医療についても質問を行います

が、この部分に関連しまして質問させていただきます。 

 平成 17年５月 12日に出ました厚木市立病院整備検討協議会報告書の中には、

各委員の意見として、平成 15 年に県から移譲を受けたときからリニューアルの

話は出ていた。建築後 40 年を経過し老朽化しており、市民の生命と健康を守る

施設なので早急に計画すべきである。医療提供の空白期間をつくることは絶対

に避けてほしいとありました。 

 建てかえの必要性はあるのであろうとしても、市立病院の建てかえの費用に

ついては、現在の 350 床のままの規模でやるとしても、建物だけで 150 億円か

ら 200 億円、それに加えて医療機器は相当高額なものも多いので、機器を含め

ると 300 億円程度かかるということで、当然これについても一朝一夕にいくわ

けではありませんけれども、問題なのは、報告書の意見にもあったとおり、医

療提供の空白期間をつくることが許されないということで、建てかえるという

ことを考えるにしても、今ある施設をよい状況で長くもたせなければならない

わけでございます。市立病院においては、施設の維持管理に対してこれまでど

のような形で取り組まれてきたのか、お答えください。 

 

◯渡辺兼行病院事業局長 市立病院の施設の維持管理でございますけれども、

県の時代から、患者さんがご利用されますような各病棟につきましては、耐震

改修を初めとした改修が行われてまいりました。また、平成 17 年の建築基準法

等の改正を受けまして、平成18年度に施設の点検を行い、これに基づいて現在、



保育所棟の外装の改修をしているというふうなことを行っております。 

 また、日常的な施設の点検ということで、毎週水曜日に、病院長、それから

看護局長並びに私と病院総務課の職員で院内の施設全般を回りまして、各故障

箇所でありますとか不備な箇所等についての指摘を行い、早急に対応できるも

の等についての対応をしているということで、患者さんに安全な施設を提供し

ようということでの取り組みをいたしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 重ねて市立病院についてなのですけれども、そもそも

この市立病院の耐用年数といったものはどのくらいが適当と考えているのか。

また、それは減価償却と同じと考えていいのか。減価償却がどのくらいの期間

なのかどうかもあわせてお答えいただきたいと思います。 

 

◯渡辺兼行病院事業局長 この耐用年数の問題でございますけれども、病院の

建物につきましては、ＲＣあるいはＳＲＣ、コンクリートづくりの場合、耐用

年数は一応 39 年というふうな形で考えてございます。 

 減価償却につきましては、この耐用年数に合わせた償却率を適用するという

ふうなことから、同じに合わせてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 では、もう既に耐用年数は過ぎていると考えてよろし

いのですね。 

 

◯渡辺兼行病院事業局長 先ほど申し上げました県の時代からの耐震関係の改

修でありますとか、そういうことが大分行われてございますので、各棟につき

まして、そこの時点からの耐用年数の計算ということが生じてまいりますので、



一部は今おっしゃられたようなところで耐用年数を過ぎている部分もございま

す。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。通告外になるので、この質問について

はこれで抑えますけれども、ぜひとも管理の方をきっちりとお願いいたしたい

と考えています。 

 次にほかの部分について、一般についてあれなのですけれども、一般的に厚

木市は、お金のある市であると言われています。財政力指数でも常に上位であ

り、ほぼ同じ人口の大和市などよりも一回りも大きな予算規模を誇っているわ

けでございます。しかし、２月議会でも私が指摘させていただきましたとおり、

経常収支比率が高く自由度が極めて低い状況にあります。一般会計 754 億円の

うち政策的予算は 74 億円と、自由に使える予算は全体の１割にも届かないわけ

でございまして、つまり市長があれに使いたい、これに使いたいと思っても、

厚木市はなかなか財源の余裕がない状況にあって、例えて言うならば、収入が

たくさんあっても家のローンや薄型テレビ、高級車の支払いなど固定費に９割

以上お金がかかって、何かに使いたいと思えば食費などを削らなければならな

い家庭に似ていて、私はまだ健全にさせていく必要性があるのかなと思ってお

ります。 

 むだ遣いはなくして、いただいた税金はむだなく使うということは皆が言う

ことでございますけれども、公共施設をきちんと管理して長くもたせていくこ

とも必要だと考えますが、管財の立場から担当部長はいかがでしょうか。 

 

◯下嶋和美財務部長 今２点ほどといいましょうか、前段と後段というふうに

あろうかと思いますけれども、前段の部分につきましては、確かに政策的経費、



今回は補正で 74 億円ほど上程させていただいておりますが、実はそのほかに当

初に投資的経費も含めて 20 億円ほどありますので、今のお話よりちょっと率は

上がるのかなと思っております。ただ、それにしても経常収支比率とかそうい

うものが非常に高くなってきておりますので、その辺は十分気をつけて行政運

営をしていかなければいけないということと、それにしましても、県下ではそ

れでも今トップクラスにあるということで、それなりの政策的経費が組めてい

るのかなと思っております。 

 それから、後段の方の公共施設の管理の関係でございますけれども、公共施

設を長持ちさせることにつきましては、佐藤議員のお話のとおり必要なことで

ありますし、そのためには当然メンテナンスというものも重要なことであると

考えております。今後におきましては、先ほどもお話に出ましたように、建築

基準法の定期点検、これも設備は毎年、それから施設については３年ごととい

うふうになっておりますけれども、こういうものを定期的に実施をしたり、先

ほどからお話が出ておりますように過去の経緯をはっきりさせる台帳的なもの

もしっかり整えまして、公共施設を長期にわたり使用できるように努めてまい

りたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、厚木市立病院の産婦人科医師の撤退について再質問させていただきま

す。 

 過日も、市民福祉常任委員会で視察に行ったときに、広島県の大きな市民病

院であっても、産婦人科、分娩医療の撤退という問題に頭を痛められていまし

た。ここから先は私が調べた数字なのでちょっと正確ではないですけれども、



大づかみとして申しますと、平成 18 年度以降、厚木市立病院のように分娩を休

止する、もしくは休止した病院は全国で 89 ありまして、この中には都立病院な

ど東京都内といった都心の病院も複数入っていまして、また休止の可能性をは

らんだ縮小を決めた病院というのは 26、分娩制限を決めた病院は 18 というふう

に、合わせると 133 の病院が産科医療に深刻な問題を抱えているということに

なっています。社団法人日本産科婦人科学会の昨年の数字では、全国に分娩を

取り扱っている大学を含む病院施設数は推定数で―これは推定数というのはや

はり調べるのに幾つか前後するということで―1280 あると言われていますから、

１割の病院が産科医療の撤退、縮小、休止という問題を抱えて、非常に大きな

ものなのですね。 

 そうした中で、産婦人科医師を集めるだけでも非常に高いハードルがあると

考えています。ほかの自治体病院などでも医師の給与体系や研究環境の改善な

どについて検討をされているようでございまして、また、さきの新聞で大和市

などでは分娩手当を決めたそうですけれども、こうしたものに対してご検討さ

れているのかどうか、お聞きいたします。 

 

◯渡辺兼行病院事業局長 給与の関係でございますけれども、本市の給与表そ

のものにつきましては、国家公務員の医療職に準拠した形で給与表を定めてご

ざいます。県内をちょっと拝見をいたしますと、私どもと同じように国家公務

員の医療職に準拠する形で定めている都市と、これを上回るような形で、海岸

沿いの方では別の給与体系というか、そういう形をとっているところもあるよ

うでございます。 

 もう１つは、今お話に出ました分娩の介助手当というふうな形で大和市もご

検討され、あるいは茅ヶ崎市も検討されているということで、議会への上程も



予定されていられるようでございますけれども、私どもの中でも、私も４月に

着任をいたしまして、そうした形での検討を大至急進めるようにという指示を

いたしております。 

 ただし、確かに産科医の不足によりますそうした手当の問題というものは、

内容を見ますと、やはり夜間に緊急で手術をしなければいけないというふうな

ことが対象になってくるのかなと。そういたしますと、他の診療科で同じよう

に夜間に緊急に手術をするようなことについて全く度外視をしてしまうことに

なりますと、病院の中自体において各診療科で違うといいますか、そごが生じ

るということもございますので、そうした点も考慮に入れながら手当のあり方

について検討させていただき、早い機会に内部での検討を済ませ、ご提示でき

るように持ってまいりたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 この問題については非常に市民の期待も大きく、私自

身についても非常に期待というか、ぜひお願いしたいと考えているわけでござ

いますが、一たん撤退すると、産科医療はなかなかもとに戻すことが難しいと

いうふうに現場の意見としても聞いているわけでございます。 

 今回 600 人近い方が、お産の場所に不自由するということになりますけれど

も、この方たちのお産の場所の確保について、めどというか、何らかの方策の

ようなものを考えていられるようでしたらお聞かせください。 

 

◯渡辺兼行病院事業局長 平成15年度に厚木市立病院が診療を開始いたしまし

て、それ以来大体 620 件を２年ぐらい前後し、平成 17 年度で 587 件、平成 18

年度が566件というふうな形で分娩の取り扱いをさせていただいてございます。

この中身を見ますと、566 件のうち、おおむね 60％程度の方が厚木市民でご利



用をいただいていると。 

 件数でいきますと大体 370 件前後になろうかと思いますけれども、このうち

の半数強を何とか市内の各診療施設でお受けいただくよう院長を通しましてお

願いをしているところでございますが、残りの半数あたりにつきまして、これ

を近隣の公立病院等で余裕があると言うと語弊がございますが、受け入れ可能

なところにまたお願いをし、将来的にはもう少し違う形で、医師の確保の状況

によって変わってまいりますが、助産師の活用なども視野に入れながら、この

分娩に対する医療のサービスを何とか継続するような形を考えていきたいと思

っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。厚木市もこれまで少子化対策

について非常に力を入れてきたわけですけれども、推定数ですけれども全国の

病院の１割が撤退というふうな問題を抱えている中においては厚木市も同様で、

繰り返しになりますが、やはり医師の確保というのは非常に大きな責任という

か、大きな問題であると考えております。より一層のご努力をしていただきた

いと考えております。市長の方から何かございましたら一言お願いいたします。 

 

◯小林常良市長 今お話しのとおり、今の厚木市の喫緊の課題というのは、こ

の医師の確保ということでありまして、厚木市立病院はご存じのとおり東京慈

恵会医科大学との長い信頼関係があってやってきているということであります

ので、そういう部分でも直接、東京慈恵会医科大学の理事の方にも、今までの

信頼関係は確保してやっていきたいということも伝えてありますし、また同じ

ような返事は来ているわけでありますけれども、現実の話、今産科については

いろいろしんどい面があるということで、思うように話が進んでいないという



ことが実態であります。 

 これの確保に向けては、もう最後まで粘り強くやっていきたいというふうに

は思っております。いろいろな手だてをしているところでありますけれども、

しかし、結果がまだ出ていない段階では何とも申しわけない状況でありますが、

全力投球というところでありまして、東京慈恵会医科大学、そしてまた、それ

以外の民間を含めた部分でも、いろいろな角度から交渉をしているところでご

ざいます。今のところはそういう途中経過ということでお話をさせていただき

ました。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。この問題については、本議会

でも先輩議員の方々がこの後も質問されると思いますので、このあたりにさせ

ていただきたいと考えています。 

 次に、防災活動と消防団について質問させていただきます。 

 昨晩も夜 10 時半まで、この市役所の駐車場をお借りして、私も消防操法の訓

練をさせていただいたわけですけれども、きのうかな、届いた厚木市国民保護

計画の第２編第１章第１の３の(3)の中にはこう書いてあります。消防団の充

実・活性化の推進等という項目の中に「市は、消防団が避難住民の誘導等に重

要な役割を担うことにかんがみ、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係

る広報活動、全国の先進事例の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組

みを積極的に行い、県と連携し、消防団の充実・活性化を図ります。また、市

は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施するとと

もに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮します」と

あります。 



 「地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動」とありますけれ

ども、具体的にはどのようなことでしょうか。 

 

◯柏木孝之消防長 今議員がご質問の消防団のＰＲですけれども、今現在は各

自治会と消防団の方々に募集をお願いしているところでございます。それと市

の消防のホームページ等でも消防団の募集をしているところでございます。 

 ただ、いろいろ問題がありまして、一般応募される方もたまにはありますけ

れども、地元の分団長等、それからその部の部長等の意見を聞いて、やはり人

格的なものもあります。そういうことからいたしまして、私どもとしては、自

治会等、消防団等を通じての推薦が人格的にも一番いいのかなということで、

今議員がおっしゃったように、たまたま厚木市の場合は 98％強の充足率を保っ

ておりますけれども、今後、団員数の低下等も予想されますので、今後ともい

ろいろな各方面に呼びかけをして、団員数の確保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 この厚木市国民保護計画というのは武力攻撃災害を想

定してのものでありますけれども、当然地震のような自然災害に対しても大き

な意味があるわけですね。防災体制の整備という観点から質問させていただき

ますけれども、例えば先ほども 98％強の団員がいると言っていますが、実際新

しい団員がなかなか入ってこないからやめられないといった団員の声も時々お

聞きするわけですね。 

 そういった面において、例えば東京の早稲田周辺とかに行くと、早稲田大学

の学生がいっぱいいる中で、張り紙で学生消防団という形で特に学生に対して

フォーカスを当てて、ぜひ入ってくださいよと。地域の人たちとの交流にもな



るし、当然さまざまな背景を持った、体験を持たれた人たちが団員として入っ

ていただくのは非常に有意義なことでもあるのでということです。厚木市は、

そういった学生に対して、特に学生消防団の募集の取り組みというのはこれま

でなさってこられたのかどうか、お聞きします。 

 

◯柏木孝之消防長 学生消防団につきましては、これは先ほどもお話ししまし

たように、団員の確保が難しいようなところについてはそういうふうな方法と

いうことで、総務省、消防庁の方からも通知がありました。厚木市としては、

大学生の消防団員の募集については今のところは考えておりませんけれども、

実際に今、団員の中に大学生で入っている方もおりますので、その辺の必要が

あればまた研究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。残り時間も少なくなりました

ので、次に移らせていただきます。次に商店会の空き店舗対策についてですけ

れども、先ほど空き店舗の数をお話しいただきましたが、市内で把握されてい

る空き店舗の数の内訳について、まずお答えください。 

 

◯原 隆産業振興部長 空き店舗の数でございますけれども、現在、厚木市内

には 23 の商店会がございます。このうち市街地には 10 の商店会がございます

けれども、この 10 の商店会のうちの９つの商店会に 40 の空き店舗がございま

す。そのほかの地域、13 商店会でございますけれども、このうちの５つの商店

会において 27 の空き店舗があるという形で報告がされております。空き店舗の

数につきましては、年々、少しずつではありますが、ふえているような状況で

ございます。 



 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。空き店舗対策は、民間の事業

ですのでなかなかアプローチが難しいと考えますけれども、今回、小規模多機

能型居宅介護事業というものが、厚木市に限らず注目されているわけでござい

ますが、市内でも１つ事例があるというふうに聞いていますけれども、また一

方では課題もたくさんあると聞いております。小規模多機能型居宅介護事業を

普及させるに当たっての課題をお聞かせください。 

 

◯三橋弘美市民健康部長 厚木市内にも１カ所ということでございますけれど

も、第３期の介護保険事業計画の中では４カ所を予定しております。このため

に３カ所につきまして、現在、ことしの６月末までの期間におきまして、公募

方式により設置事業者の募集を行っているところでございます。 

 普及が進まない理由の１つといたしましては、必要経費に対しまして介護報

酬が低い傾向にあることが挙げられるのではないかと思っております。小規模

多機能型居宅介護の報酬につきましては、利用者の要介護状態区分に応じて設

定されている１カ月単位の定額報酬となっております。その月の利用回数が何

回であろうと報酬は定額ということでございますので、事業所が受け取れる報

酬というのは当然定額となります。利用回数がふえれば通常は人件費等がかさ

むということがございますので、その辺の料金体系が事業者の参入を少なくし

ている要因の１つかというふうには思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。そうですね。営利を目的とし

た事業者にはなかなか使いにくいシステムでありますけれども、一方で法的な

規制が緩いということで、ＮＰＯなど、また民間のボランティアを含んだ協働



事業、いわゆる協働の概念を持った市民の方々の協力を得られれば、これから

非常に大きな可能性を含んでいるのかなというふうに考えております。市長答

弁も前向きな答弁をいただきましたので、これからも研究を続けていっていた

だきたいと考えております。 

 残り１分となりまして、地産地消と農業政策。 

 今回、七沢地区のふるさと食文化村構想についてでございますが、私の意見

として、地元の方々は非常に努力されていて、実際それぞれの実績をたくさん

残されているというふうに思いますけれども、そもそもこのふるさと食文化村

構想というのは、地域再生計画の中の１つの事業としてあって、自然学習拠点

整備による地域再生というようなものが上位目的であって、これに向かっての

１つの作戦であると考えています。そうなると、今現在やっているようなこと

というのは、枝葉と言ったらあれですけれども、本来あるべき施策の肝ではな

いような気がするのですね。ちょっと残り時間がありませんので、要望という

形でお答えはあれですけれども、今後も検討していっていただいて、特色ある

厚木の農業を充実させるために頑張っていっていただきたいと思っております。 

 今期最後の一般質問を終わらせていただきます。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 10 時 44 分  休憩 

   ──────────────

 

※ 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。 

 


