
2007.09.10 : 平成 19 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 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行について 

 （ア）市立病院整備など検討されている大型公共事業は、実質公債費比率等

の新たな指標に対して、どの程度の影響を与えると考えているか。 

 イ 「事業の仕分け」の実施について 

 （ア）成果はどうか。また、今後の予定はどうか。 

 （イ）厚木市新総合計画市民・職員協働検討会との関係性の有無は。 

 ウ 成人式「はたちのつどい」について 

 （ア）昨年度の評価は。また、今年度の実施に際して、改善すべき点などは

あるか。 

 エ あつぎ鮎まつり大花火大会について 

 （ア）今年度の評価は。また、来年度の実施に際して、改善すべき点などは

あるか。 

 オ 厚木愛甲ごみの中間処理施設の候補地選定について 

 （ア）進捗状況はどうか。また、市としての考えを示されたい。 

 

 

※ 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。 



2007.09.10 : 平成 19 年９月定例会（第３日） 

 

◯関戸順一議長 ただいまの出席議員は 28 人で定足数に達しております。 

 ただいまから９月定例会第３日の会議を開きます。 

   ────────────── 

 

◯関戸順一議長 第２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。民主党の佐藤知一でご

ざいます。 

 質問に先立ちまして、過日、厳しい選挙戦に勝ち抜かれた後、永遠の眠りに

つかれた簗田晃先輩に対しまして、民主党を代表し、哀悼の言葉をおささげし

たいと考えます。 

 会派、政党こそ異なりましたが、簗田議員には、先輩議員として４年間、さ

まざまな事柄にわたり相談に乗っていただき、時には議員としても未熟な私の

失敗をかばって頂いたりもいたしました。長年にわたって市政に貢献されてこ

られた簗田晃議員のご遺志は私たち一人一人の胸に刻まれ、いつまでも市民の

心に生きるものと信じております。心から尊敬と感謝をささげ、謹んで哀悼の

誠をあらわすものであります。 

 それでは、通告の要旨に従い、順次質問をさせていただきます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成 19 年６月 15 日に成立し、

指標の公表にかかわる規定の施行が公布後１年以内に、また、計画策定義務な

どにかかわる規定が平成 21 年度から施行されることとなりました。これまでの



地方財政再建促進特別措置法にかわり、新法に基づく地方公共団体の新しい財

政再建制度が整備されることになったのです。 

 同法は、普通会計だけでなく、公営企業や公社、第三セクターなどまで監視

対象を拡大すること。単年度フローだけでなく、ストック面にも配慮した財政

状況の判断指標を導入すること。財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財

政状況の改善に着手させることという特徴があります。 

 公表される財政健全性の指標は、自治体全体にかかわるものが４つ、公営企

業にかかわるものが１つとなっています。具体には、前者が、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率。後者が資金不足比率であ

ります。 

 新法成立を受けた今後の課題として、１、指標公表の仕組みを生かした住民

の自治体財政への関心や議会の監視機能の充実。２、自治体の一層の情報開示。

３、補完的な指標の導入や指標算出に判断の余地が入る場合のルールの明確化。

４、現実に経営が厳しい地方公営団体や地方公社、第三セクターなどについて、

債務処理や自治体の責任のあり方の検討などが挙げられます。 

 この法律制定に大きな影響を与えた事件に北海道夕張市の破綻が挙げられま

す。つぶれるはずがないと言われた自治体の破綻は、日本国じゅうに衝撃を与

えました。この出来事は私たちにとっても大きな衝撃でありました。しかしな

がら、その一方で、こうした見方も我が市には存在いたします。厚木市は財政

力指数も全国でトップクラス。置かれる状況は全く違うし、心配などは要らな

いというものです。 

 大阪府に泉佐野市という自治体があります。かつての泉佐野市は、厚木市と

同じように財政力指数も非常に高く、今の厚木市と同じように他の自治体から

超お金持ちと言われた自治体でありました。この泉佐野市に、関西国際空港の



開港に合わせて短期間に、下水道や病院、宅地造成などに巨額の投資を行い、

平成５年から６年度への市財政歳出額における伸び率は全国一を記録するほど

でした。 

 しかしながら、見込んでいた需要は結局泉佐野市にもたらされず、その負担

は市財政を急速に圧迫することとなり、平成 16 年３月、財政非常事態宣言を発

令するに至りました。財政破綻を免れたとはいえ、夕張市の破綻の構造と全く

何ら変わりなく、そのツケは市民へと回されました。 

 厚木市におきましては、現在進行中の斎場整備に約 70 億円、市立病院整備に

土地代を除いておよそ 200 億円、中間処理施設におきましても同様に土地代を

除き 200 億円と、超大規模公共事業がメジロ押しであります。ほかにも、築 30

年以上を超える多くの公民館や消防署など、公共施設の建てかえが幾つも幾つ

も控えているところです。 

 先週の答弁にもありましたが、平均的な公民館を１つつくるのにおよそ８億

円かかります。大阪府泉佐野市が財政非常事態宣言を発令するに至った事例は、

厚木市にとっても決して他人事とは思えず、私にはまさに重なって、シンクロ

して見えるものであります。 

 私も含めまして、私たち議員は、公共施設新設、建てかえなどの要望も時と

して強く行うものでありますが、市として、これから厚木市の抱えていかなけ

ればならない借金についてどの程度把握されているのか。また、これからの厚

木市の財政のあり方につきまして、お考えをお聞かせいただきたいところでも

あります。 

 そこで、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行について、市立病

院整備など検討されている大型公共事業は実質公債費比率の新たな指標に対し

て、どの程度の影響を与えると考えているか、お聞かせください。 



 次に、事業の仕分けの実施についてお尋ねいたします。 

 評価それ自体は必ずしも難しいものではない。しかし、結果を解釈し、意思

決定に結びつけることが課題であるという言葉があります。一時期に比べ、自

治体における行政評価のブームは去った感がありますが、一方で、事業仕分け

は行政改革推進法など国の法律にも採用され、現在は事業の仕分けが自治体改

革の流行となっています。我が厚木市におきましても、平成 19 年８月 18 日、

事業の仕分けが初めて行われました。そこで、事業の仕分けの成果はどうか。

また、今後の予定はどうか、お尋ねいたします。 

 あわせて、厚木市新総合計画市民・職員協働検討会との関係性の有無につい

てもご回答ください。 

 次に、成人式「はたちのつどい」についてお尋ねいたします。 

 成人式は、昭和 23 年１月 15 日に国民の祝日が制定され、満 20 歳の成人とな

ったことを自覚し、みずから生き抜こうとする成年を祝い、励ますとの趣旨か

ら由来していると言われております。また、武家時代、男子が成人になったし

るしとしてまげを結い、大人の着物を着た儀式、元服がその原型とも言われて

おります。 

 毎年、成人式の時期になると、出席者のマナーが問題となり、テレビなどで

報道されます。また、成人式を行うことの意義について問うといった新聞報道

も時折目にするものであります。そこで、成人式「はたちのつどい」の昨年度

の評価は。また、今年度の実施に際して改善すべき点などはあるか、お答えく

ださい。 

 次に、あつぎ鮎まつり大花火大会についてお尋ねいたします。 

 あつぎ鮎まつりは昭和初期に始まりました。お盆の日に先祖の霊を慰め、灯

籠流しを行うとともに、アユに感謝する気持ちを兼ね花火大会が行われるよう



になり、ことしで 61 回を数えます。現在において、あつぎ鮎まつりの大花火大

会は厚木市最大のイベントでもあります。花火は県下最大級の１万発を誇り、

市内外から人口の２倍を超えるおよそ 55 万人が集まります。そこで、今年度の

評価は。また、来年度の実施に際して改善すべき点などはあるか、お答えくだ

さい。 

 次に、厚木愛甲ごみの中間処理施設の候補地選定についてお尋ねいたします。 

 厚木市、愛川町及び清川村は、ごみ処理施設の更新や最終処分場の確保など

共通課題を広域行政で取り組むため、一般廃棄物の共同処理開始を目指し、平

成 16年４月に地方自治法第 284条の規定による一部事務組合として厚木愛甲環

境施設組合を設置し、広域化に向けた諸事業を進めているところであります。 

 厚木市としまして、厚木愛甲環境施設組合に候補地として報告を行い、副市

長、当時の担当助役を長とする中間処理施設建設推進組織を立ち上げ、地元対

応など施設整備の円滑な推進を図っているところと認識をしています。そこで、

現在までの進捗状況はどうか。また、市としての考えを明確に示していただき

たいと考えます。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行について 

 （ア）市立病院整備など検討されている大型公共事業は、実質公債費比率等

の新たな指標に対して、どの程度の影響を与えると考えているか。 

 イ 「事業の仕分け」の実施について 

 （ア）成果はどうか。また、今後の予定はどうか。 

 （イ）厚木市新総合計画市民・職員協働検討会との関係性の有無は。 

 ウ 成人式「はたちのつどい」について 



 （ア）昨年度の評価は。また、今年度の実施に際して、改善すべき点などは

あるか。 

 エ あつぎ鮎まつり大花火大会について 

 （ア）今年度の評価は。また、来年度の実施に際して、改善すべき点などは

あるか。 

 オ 厚木愛甲ごみの中間処理施設の候補地選定について 

 （ア）進捗状況はどうか。また、市としての考えを示されたい。 

 以上、明確なご答弁をよろしくお願いいたします。 

 

◯関戸順一議長 市長。 

 

◯小林常良市長 （登壇）おはようございます。ただいま佐藤知一議員から、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行について、市立病院整備など

検討されている大型公共事業は、実質公債費比率等の新たな指標に対して、ど

の程度の影響を与えると考えているかとのお尋ねでございますが、この法律に

おきまして、平成19年度決算から公表を義務づけられる指標は、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４指標であり、指標の

内容によっては起債の許可が必要となることや、財政健全化計画等の策定が義

務づけられることになります。 

 本市におきましては、今後、市立病院整備など大規模な事業を行うためには

市債の活用が必要となり、実質公債費比率及び将来負担比率の数値が上昇する

ことが予想されますが、市債の償還については、長期にわたり平準化して行う

ため、関与を受けない指標の範囲内におさまるものと考えております。 

 しかし、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、限られた財源



以上の事業を行うことで実質収支が赤字に陥ることが懸念されます。したがい

まして、事業の実現に向けては、実施年度や事業内容を検討するとともに、将

来負担を見通した市債の活用を念頭に置き、さらに実質収支の黒字を維持する

など、均衡のとれた健全な財政運営に取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、事業の仕分けの実施について、成果はどうか。また、今後の予定はど

うかとのお尋ねでございますが、事業の仕分けを実施し、事務事業の必要性や

実施主体等について評価をいただいたことは、改めてさまざまな視点から事務

事業を見直す機会になるとともに、職員の意識改革にもつなげることができた

ものと考えております。仕分けの結果につきましては、行政評価委員会に諮り、

来年度以降の予算編成等に生かし、より効果的、効率的な行政運営に努めてま

いる所存でございます。今後の予定といたしましては、今回の内容を十分に検

証し、検討してまいりたいと考えております。 

 次に、厚木市新総合計画市民・職員協働検討会との関係性の有無はとのお尋

ねでございますが、新総合計画市民・職員協働検討会につきましては、市民の

方々と職員が同じ立場で協働して、本市の将来のまちづくりの方向性と施策目

標等を協議検討する組織でございまして、今年度末に新総合計画の基本構想、

基本計画のもととなるご提言をいただく予定でございます。先日実施いたしま

した事業の仕分けにつきましては、その結果とともに議論の内容なども含め、

新総合計画策定の検討資料の１つとして提供し、情報の共有化に努めてまいり

ます。 

 次に、成人式「はたちのつどい」について、昨年度の評価は。また、今年度

の実施に際して、改善すべき点などはあるかとのお尋ねでございますが、平成

19 年成人式につきましては、文化会館において式典と記念公演の２部構成で開

催したところ、前年を約３ポイント上回る 66.1％の新成人にご出席をいただき、



一定の評価をいただいたものと判断しております。今年度につきましては、「あ

なたの手でプロデュース」をテーマに成人式実行委員を募集し、若者らしいア

イデアを盛り込んだ有意義な成人式となりますよう検討を進めているところで

ございます。 

 次に、あつぎ鮎まつり大花火大会について、今年度の評価は。また、来年度

の実施に際して、改善すべき点などはあるかとのお尋ねでございますが、今年

度のあつぎ鮎まつり大花火大会は、課題でありました河川敷への入場規制に伴

う混乱を解消するため、海老名市等の協力を得て、花火打ち上げ地点を海老名

市寄りに変更し、厚木市側の観覧席の拡大を図ったことにより、過去最高の 57

万人という人出でにぎわったにもかかわらず、特に大きな混乱や事故もなく、

無事に終了することができました。警察当局を初め関係機関からも多大な評価

をいただき、成功裏にできたものと思っております。 

 また、来年度に向けての改善点につきましては、現時点では大きな課題は挙

がっておりませんが、収容人員には限りがあることから、今後、交通警備関係

者による会議等が予定されておりますので、その中で課題等の把握や改善策の

検討を進めてまいりたいと存じます。 

 次に、厚木愛甲ごみの中間処理施設の候補地の選定について、進捗状況はど

うか。また、市としての考えを示されたいとのお尋ねでございますが、中間処

理施設建設候補地を選定いたしましてから２年有余が経過いたしましたが、去

る８月 11 日に地元の皆様との話し合いが初めて実現し、さまざまなご意見をお

聞きしたところでございます。市といたしましては、棚沢地区の皆様の思いを

真摯に受けとめさせていただくとともに、中間処理施設は市民生活に必要不可

欠な施設でありますので、今後の対応、方向性について種々検討を進めている

ところでございます。 



 

◯３番 佐藤知一議員 ご答弁ありがとうございました。順序に従いまして質

問させていただきます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が定められたということで、これ

は平成 18 年度より地方債の発行は協議制となったということでございまして、

従来必要であった都道府県の許可を基本的に不要とし、これまで許可を得てい

た上級の官庁との協議により地方債が発行できるようになったということです。

ただし、協議できる条件としては、ご承知のとおり実質公債費比率が 18％未満

ということで、厚木市は現在 10.1％でございます。 

 ご答弁の中にもあったのですけれども、実質公債費比率及び将来負担比率と

いうのは平準化するから指標の範囲内におさまるということです。一方では、

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、ちょっと厳しいのではないか

というようなご答弁と理解しております。 

 私は、この点が逆に問題なのかなと。つまり注意をするのは、厚木市のよう

な財政が豊かな自治体における地方債の発行のし過ぎ、つまりお金を借り過ぎ

てしまう懸念があるわけですね。 

 市長の言われたように、これからは連結の時代というか、連結実質赤字比率、

非常に大きな問題があるわけですけれども、国としてはこれに規制を余りかけ

なかった。裏を返せば、それだけ自治体の運営が非常に厳しいということで、

厚木市も当然同様にその網の中に入っていくわけですけれども、ただ、これに

甘えて地方債を発行してしまい過ぎると、非常に大きな取り返しのつかない状

況になるような気もしております。 

 例えば八王子市などでは市債依存度の上限を６％にするなど、地方債発行の

基準を明示しているのですけれども、我が厚木市においては、例えばそういう



基準にするとか、もしくは内規というか、内の中でこの程度まで借りるという

ようなものが定められているのか否か、まずお答えください。 

 

◯下嶋和美財務部長 起債の借り入れにつきましては、適債事業と申しましょ

うか、それぞれの建設等の事業に充てているところでございますけれども、厚

木市の場合には市債残高も年々減少している状況でございます。今お尋ねのど

こまでかというお話ですけれども、特に何％というような定めはしてございま

せんが、やはり将来負担が軽減するようにということで、将来の残高が伸びな

いよう、これを１つの目安にしてございまして、それでいきますと、一般会計

ベースでは―というより普通会計ベースでは、40 億円以内という１つの目安を

持っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 自治体でよく問題と言われているのが、今、一般会計、

普通会計のベースでということですけれども、やはりこれからは連結の時代に

入るわけで、正確かどうかわからないのですが、きょうはたしか下水道の日と

聞いております。例えばその下水道の特別会計などでは、厚木市に限らず、と

ても大きな負担をしなければならないということがあって、私も一市民として

気になるのは、やはりこれから連結の時代に入ったときに、本当に厚木市は大

丈夫なのかどうかということです。しかも厚木市はお金持ちですから、幾らで

もお金を借りることができる。 

 私たちも、登壇でも言いましたけれども、あれをつくってください、これを

つくってくださいという要望をたくさんするわけです。当然市長も含めて皆さ

んも、それにこたえていきたいという気持ちが半分、だけれどもやはり将来負

担を考えるとというところがあるわけです。 



 財務部長で答えられるかどうかわからないのですけれども、例えば公民館な

ども何十というところがもう築 30 年を超えて建てかえですよね。先週も松田議

員の答弁で北消防署の建てかえなどが言われました。厚木市もここに来て建て

かえがたくさんある中で、また新しく公民館が３つできる。公民館を１つつく

るのに８億円と言われています。その上で先ほど言った何百億円単位の施設が

いっぱいできて、それを起債で処理をしていく。これは本当に大丈夫なのかど

うか。これを全部つくってしまって、本当に厚木市の財政を維持していくこと

ができるのかどうか、この認識をもう１度確認させていただきます。 

 

◯下嶋和美財務部長 今のご質問の答えとして２通り考え方があろうかと思い

ます。１つは、通常分といいましょうか、今起債はどの程度まで大丈夫かとい

うふうなお話がございましたが、そういう中で組んでいけるものとしては、今

お話しの公民館、消防施設、こういうものについては40億円まで借りるような、

現実にはここ何年間かは 30 億円程度で、建設起債についてはそういう金額でご

ざいます。先ほど申し上げた上限の 40 億円以内で、将来的な残高をふやさずに

済む。そういうことが１つは言えると思います。 

 それからもう１つは、今お話しの大規模施設の整備といいましょうか、こう

いうものについては、当然、先ほど市長答弁でも申し上げましたように、実質

公債費比率につきましては、今お話が出ているような３施設、あるいは道路整

備とか、通常分を含め、シミュレーションをかけてみても、実質公債費比率に

つきましては 12.5 ポイント程度まで上昇するということで、これは 18％には届

きませんので、クリアできるというような認識を持っております。 

 ただいまお話が出ましたように、実質赤字、あるいは連結実質赤字、これに

つきましては当然、予算を組むときに財源不足を起こしてしまいます。予算に



つきましては、収支の均衡がとれていることが原則とされておりますので、予

算を組む段階でこれらすべての事業を短期間のうちに予算計上するということ

は、予算の編成上からも無理がございますので、そういう事業の今後の時期と

か、そういうものについては、総合計画、実施計画ですね、こういうものの中

で、それぞれ事業の実施が可能な時期とか、さらには内容の検討とかを行わな

いと、実質的には無理な感じがしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 実質的には無理な感じということですね。 

 私は、当然市政運営はかなり厳しいと。皆さんも厳しいというふうな認識を

持っていると思うのですけれども、例えばこの議会などで、何度か議員の中か

ら、縁故債からミニ公募債に変えるべきだとか、そういうことを言われます。

しかしながら、いろいろな見方が当然あるわけですけれども、ミニ公募債にす

ると返す額が多くなるわけで、私は、個人的にはそういうところも考えていた

だきたいなと思ったりもするわけでございます。 

 話を変えまして、同じ質問なのですけれども、広報あつぎの平成 19 年８月１

日号では「行政も経営する時代へ」「民間感覚で進化を目指す市役所」と。１

ページ特集が組まれていまして、この次の８月 15 日号では「少ない経費で大き

な成果～第３次行政改革の取り組み結果～」というようなものがあります。こ

の中に、事業の実施状況の説明の中で、69 事業で改革を進めて、４年間の取り

組みで約９億 7000 万円の経費を削減することができましたとあるわけです。 

 まず、聞きたいのは、そもそもこの改革での削減目標というのがあって、こ

の９億 7000 万円が削減できたのか、もしくは、とりあえずやってみたら結果が

９億 7000 万円の削減となったのか。これについてまずお答えください。 

 



◯宮台 功市政企画部長 ただいま行政改革にかかるいわゆる行政評価上での

結果として、削減が９億 7000 万円ということでお話をいただいたわけでござい

ますけれども、この結果につきましては、行政評価そのものを実施する中でそ

れぞれコストの削減、あるいは目標の指標等をにらんだ形での行政執行という

中で削減目標として掲げてまいりました。具体的な数字目標はこの中で置いて

ございませんけれども、結果としてこのような結果が出てきたということでご

ざいます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 当然経費削減というのはすばらしいことで、市長の姿勢というのも見えるわ

けでございます。ただ、個人的には、４年間取り組んで９億 7000 万円の経費を

削減したと。一概には当然言えませんよ、言えませんけれども、公民館を１つ

つくるのに８億円、今回３つできるということを考えたとき、もう少し―ほか

の部分についてもスリム化をするということでありますので、ぜひ大胆に大な

たを振るっていただきたいと考えております。 

 次の事業仕分けの実施についてに移らせていただきます。 

 1200 の事務事業のうちから、一定の期間ほぼ変化なく継続している、運営改

善の余地がある、受益者負担を考えるべきなどの基準で 35 事業に絞った経緯に

ついては、この広報にも書いてありまして承知しているのですけれども、これ

は適正かどうか疑わしいので審査してもらったと理解してもよろしいのでしょ

うか。 

 

◯宮台 功市政企画部長 いわゆる事業仕分けを行った事業の選定の問題でご

ざいますけれども、この関係につきましては、今回事業仕分けを行うに当たり



まして、事務事業のすべてをゼロベースから見直していこうという方針のもと

で、この事業の選定を行ったものでございますが、特に一般事務費、あるいは

職員給与費、補助金等、そういった関係の内容については事業仕分けには該当

しないということで、そのほか選定基準で、今議員がお話しのように、これま

で継続している事業、あるいは受益者負担ということで考えるべき事業、ある

いは交付基準ということで特に行財政効果が期待できるという内容で、この事

務事業を 35 事業、その詳細においての小事業レベルにおきましては 43 事業を

選定したものでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 私自身もわからないのですけれども、市長は就任以来、

ゼロベースですべて見直すと言われているわけですね。そのゼロベースから審

査が行われ、見直すというか、継続を見直すということも含めての審査という

ことで、本来これは全部なくしてもしかるべしだったのではないかと思うので

す。 

 今その事務事業が、43 の小事業、35 事業に絞って行われて、かなりの割合で

不必要というふうな評価が出たと。これはゼロベースから行っていることに果

たしてなるのでしょうか。この認識についてもう１度重ねてご確認したいと思

います。 

 

◯宮台 功市政企画部長 今回、本市におきまして、この事業仕分けは特に初

めての試みでございます。特にこういった事務事業を改革という観点から見直

す意味で、今回実施をしたわけでございます。そういった意味で、今お話しの

ようにゼロベースからの視点で見直しをしていこうという観点を持っているわ

けでございます。実施するに当たっては事業仕分けをする評価者の対象人数等



を考慮いたしまして４つのグループに分けて、１日で実施をしたわけでござい

ます。そういった実施が可能なボリュームの問題もございまして、先ほど申し

上げた基準に沿って選定をして実施をしたという形でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 広報ではなかったかな、地域のタウン紙などでは、構想日本の事業の仕分け

を参考にというふうなことが書いてありました。その構想日本代表の加藤さん

は私の大学時代のゼミの先生でもありまして、私も３年間そこに所属していく

中で、ちょうどそのころ、その事業の仕分けの発想ができてこられたのです。

私がかかわったというわけではないのですけれども、一緒になって議論をする

中で事業の仕分けができたということで、私自身もすごく思い入れがある作業

でございます。 

 一番最初のきっかけというのはこういうことだったのですよ。市町村という

のは、もう何でもかんでも仕事をやり過ぎると。本来はこの仕事は国の仕事、

この仕事は県がやるべき仕事ではないかということもすべて市でやってしまう。

なぜならば市町村が一番身近な自治体であるからというところが一番の発想だ

ったわけです。 

 私も最近の事業仕分けのやり方というのはうといのですけれども、私の記憶

だと、まず必要か必要でないか、これは当然仕分けをして、その後で、これは

市の行う事業ではなくて国や県が行うべき仕事であるという形で削減をしてい

く。ほかの自治体などではこれが３割ぐらいあって、今回は 35 事業がもうその

時点で仕分けされてしまっていたので、不必要な部分が多くなったというのは

理解できるのですけれども、この事業は必要、不必要と継続云々、ちょっとよ

く覚えていないのですが、なぜほかの市町村がやるべき仕事であるというふう



な選択の科目を１つ加えなかったのかどうか、その過程についてご説明くださ

い。 

 

◯宮台 功市政企画部長 具体的なこの事業仕分けの手法の問題でございます

けれども、今回実施いたしました仕分けの手法といたしましては、今お話しの

ように、構想日本方式に準じた形で実施をしたものでございます。 

 仕分けそのものの具体的な流れといたしましては、事業の説明を行った後、

そもそも論ということで必要か不必要かというふうな観点から入り、そして必

要とした場合には、その事業主体として、実施主体としてどこがやるべきかと

いうことで、今お話しのようにほかの、例えば国、県、あるいは他の市町村と

いうふうなことがございましたけれども、そういった部分につきましては、一

般的に他の自治体においての仕分けの中では、事例として国、地方と区分して

仕分けるという形で実施をしているところもあると聞いております。しかしな

がら、行政サービスが国、県に分けられても、現実的に国、県へ移行すること

は実際には困難と考えております。現実的な内容で検討したいという考え方も

ございましたので、そういった観点で、市といたしまして、今回の事業の内容

を見ましても、国、県に移行できる事業はないという判断でこの仕分けを実施

いたしたものでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 国、県に移行できる事業はないということなのですけ

れども、なくてもいいのです。つまりそれを現場が認識できるか否かというこ

とでも大分変わっていくわけですね、当然予算編成においても。1200 の事務事

業のうちから例えばそういうふうなものが、本来はこれは県がやる仕事なのだ

けれども、現場がやらざるを得ない、要望があるからとかね。だけれども、そ



の市長が言われている必要、不必要の大なたを振るう際には、やはりそれは非

常に大きな１つの指標になり得るわけですよ。 

 あと、つけ加えて言うならば、１つの事務事業の可否をはかるのに 30 分は短

過ぎると言われましたけれども、私は、本来一つ一つの事務事業で大まかな部

分でとらえて、その上位目的をとらえて、これが必要か不必要かということで

やっていくには 30 分は長過ぎると思います。つまり、もっと短い時間で一つ一

つをやっていって、当然その事業の仕分けの部分においてこれから継続するか

否かの判断は現場で判断するというふうなこと、２つ目のネットがあるわけで

すから、そういうことでもっと幅広くやっていただきたかったと思います。な

ぜならば、そういう中にこそ、本来厚木市がやらなくてもいいようなこと、だ

けれども、やらなくてもいいようなことだと事業の仕分けでされたとしても、

それを現場がフォローしていく。 

 先ほどもちょっと言ったこととあれですけれども、厚木市はほかに比べて財

政規模が大きいですし、サービスも厚い。そういうことが市民が定着していく

ことの１つの足がかりになるとするならば、やはりやっていかざるを得ないだ

ろうという判断も現場においてはできるわけです。やはりこういうことをして

いただきたいと思います。 

 それとあと、今回、事業の仕分けをやっていく中で思ったことが、やはり行

政評価との関係ですね。今回も新人の議員が初めて登壇されるということで、

私も４年前に初めて登壇したときに、普通は幾つかの項目に分けて質問するの

ですけれども、私は 50 分丸々この行政評価システムについてやらせていただき

ました。ですから、当時の答弁のやりとりを見ていると、本当に担当部長との

一言一言の交代だけで終わってしまったという感があって、その当時も非常に

現場で悩まれながら取り入れられたその行政評価システムなのです。 



 今回の事業の仕分けの現場の職員の説明を私も現場で聞いておりますと、や

はり一つ一つの事務事業に対して上位目的を認識されながら仕事をされている

のかなと。つまり、本当に行政評価というのが浸透しているのかなということ

なのです。 

 行政評価というのは、当時のやりとりにもあったのですけれども、２つの効

用があって、１つは、本当に必要かどうか、マル、バツ、三角でつけるもの。

もう１つは、そういったマル、バツ、三角以外にも、仕事の上位の目的ですね。

民間企業であるならば、お掃除しているおばさんから営業をしている人まで、

すべて会社の利益につながる。会社をきれいにすればお客さんが来て喜んで、

お金を落とすことにすべてがつながるわけですけれども、行政は必ずしもそう

ではない。例えば１階で税の徴収をしていたりとか、１階の市民ホールで働い

ている方々は、何のために仕事をしているのかなかなか目的がわからないけれ

ども、行政評価を行うことで、その上位目的、本来はこのためにやっているの

だという目的を認識しつつやっていくことでインセンティブが上がるという効

用もあるわけでございます。 

 行政評価も事業の仕分けも根本は同じなのですけれども、時間が限られてし

まうので質問の形式にはいたしませんが、こうしたＮＰＭ、ニュー・パブリッ

ク・マネジメントの手法というものがたくさんある中で、やはり必要なのは現

場の明確な意思と全庁的な取り組みだと思うのです。本来何のためにそれを取

り入れるのかといったことも含めて、もう少し深い議論をしていただきたいと

思うのです。 

 これは４年前にもまさに言ったことだと私は記憶しているのですけれども、

同じ魚をおろすのでも出刃包丁と柳刃包丁があって、柳刃包丁は刺身を切るの

にふさわしい。出刃包丁というのは魚をおろすのにはふさわしいけれども、刺



身をひいたりはしない。同じ包丁であっても使い方がいろいろ違うのと同様に、

事業の仕分けであっても、行政評価システムであっても、何のためにこれを取

り入れるのかがなければ……。 

 いろいろなやり方があるわけですね。事業の仕分けだっていっぱいあるし、

本当に全国の市町村が取り入れている中で一つ一つ全部違う。だけれども、本

来の目的があって、これを取り入れるということがなければ、すべて中途半端

に終わってしまう。非常に厳しい意見でもありますけれども、私の見る限りで

は、行政評価システムはなかなか機能していないのではないかというふうに考

えておりますので、より一層のご努力をお願いしたいと要望させていただきま

す。 

 次に、「はたちのつどい」についてに移らせていただきます。 

 これは今回 66.1％の方が来られて、前年度比が３ポイントアップということ

で、たくさんの方々が来られたということがありまして、これはちょっと市民

福祉常任委員会でも取り上げたのですけれども、あえて議会の場で取り上げた

いと思ったのは、当時のブログにも私はこのように書いてあるのですね。原文

のまま読みますけれども、成人式という晴れの舞台にもかかわらず、その来ら

れたゲストが葬式の話をいつまでも長く引っ張ったり、若くして亡くなった人

の葬式は気まずいとか、成人式の後に晴れ着のままラブホテルに行くと着物の

着つけに困るとか、大きいトイレの小便器を全部使ったような話をずうっとさ

れていたのです。 

 毒舌でならされている長井秀和さんという人と、あとは何か若手の芸人さん

がいられるわけですけれども、一生に一度の成人式で、特に成人式で二十の人

に、若くして亡くなった人の葬式に行くと気まずいというような話をするとか、

延々とこれをされている。ほかの方はもうどんどん帰っていく中で、私は、も



うこれは全部聞かなくてはいけないと思って、結局最後まで残ってメモをとら

せていただいたのです。 

 こうした芸人さんがあって、最後までそういった形で芸をされて、しかしな

がら、私、これに対して税金をつぎ込むのはどうかというふうに非常に思って

いまして、現場でもそれを問題視されて対応された、午後からは変えたという

ことではありますけれども、例えばお金を半分返せとか、これはちょっと契約

違反ではないかというような対応を現場でされたのか、まずご確認をさせてい

ただきます。 

 

◯伏見 清市民協働部長 今ご指摘のとおり、午前中の公演のときにはおっし

ゃったような内容ということで、午後の部につきましては、休みの時間に、ふ

さわしい話をしてほしいという申し入れをしてございます。 

 契約違反云々のお話でございますけれども、その辺につきましてはあえて触

れることはなかったということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。しかし、やはり個人的に納得がいかな

いのは、相手もお笑い芸人といった、お金をもらっているプロですからね。プ

ロなのにそうした話を延々としていて、それで許されてしまう、もしくは許し

てしまう市も、やはり僕は問題ではないかと思います。そうした抗議、市民福

祉常任委員会でも私は取り上げさせていただいた記憶がありまして、来年から

新しい手法でやっていくというようなことで、非常に期待をしています。 

 ただ、有名人を呼ぶことについては、昨年度も 66.1％来られたと。やはり有

名人が来るから行くのだというようなことも一方ではあるわけで、非常に難し

いかなと思うわけですけれども、非常に重要なセレモニーであると私も思って



おりますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思っております。 

 ちょっと順番を入れかえまして、厚木愛甲ごみの中間処理施設の候補地選定

についてお尋ねをさせていただきます。 

 現在、金田にある中間処理施設で処理しているごみの総量は、かなり減って

いるものと認識しておりますが、同時に厚木市では他市に比べて事業系ごみを

低料金で引き受けているというふうに、現在はわかりませんけれども、私も認

識しているわけです。まず、この点について、ほかよりも事業系ごみの処理費

用が安いから、ほかの自治体でやっている事業系ごみが厚木市にいっぱい来て

いるという現状があるかどうか、まずそこを環境部長にお尋ねいたします。 

 

◯志村利夫環境部長 事業系ごみの料金ですけれども、今お話がありましたよ

うに、以前は厚木市が他市に比べて安かったという状況がございましたが、こ

れを見直しまして、大体周辺市町村と均衡をとっているところであります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。認識不足で、済みませんでし

た。 

 この中間処理施設については、多くの議員が質問をされているわけですけれ

ども、８月 11 日に地元の皆様との話し合いが初めて実現したというふうに過日

の答弁でもありましたが、集まった地元の皆さんは何人ぐらいであったのか。

また、その方たちのほとんどは反対であったというふうに私は認識しておりま

すけれども、その辺の状況について、まずご説明いただきたいと思います。 

 

◯志村利夫環境部長 当日お集まりいただきましたのはおよそ 60 名程度で、そ

の意見の内容につきましては、選定から公表に至るまでの経過、一連の行為に



ついて、強い不満、行政に対する不信があったということで、それらを原因に

して、もう１度見直してほしいというような内容が大半でございました。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 中間処理施設は市民の生活に不可欠なのは当然自明でございますが、市とし

て現在棚沢に決まっているということでございまして、ちょっと時間もないの

ですけれども、市長に直接お伺いしたいのは、今現在、やはり棚沢でいく―当

然政策的なこともたくさんあって、答えにくいかもしれませんが、市長はまず

率直にどのような形でやっていくのか。やはり棚沢ありきで説得していくのか、

もしくはほかの地域の候補地を選定していくのかということをお答え願いたい

と思います。 

 

◯小林常良市長 ８月 11 日に、ようやく２年有余の時間を経過した中で地元に

入ることができたわけでありまして、基本的には、住民の方、そして行政にし

っかりした信頼関係がなくてはいけないと思っておりますので、まずそれを構

築することが基本だと思います。先日も申しましたように、必要な施設である

と考え方でおりますので、候補地として、とりあえず２年数カ月前に棚沢地区

ということで一応決定されているところであります。それはそれとして、その

姿勢できたわけであります。 

 ただ、一方で今言いましたように、棚沢の地区の皆さんのお気持ちもそうい

う状況だということを考えていかなくてはいけないわけですので、その辺をど

うしていくかということを、いろいろな角度から考えていかなくてはいけない

と思います。 

 しかし、棚沢地区が候補地から外れるというところにはまだ至っていないと



いうことでありますので、これからいろいろな角度からとさっき言いましたよ

うに住民の方との信頼関係を構築するということがまず第一でありますので、

そこに至っていない段階で候補地をどうのこうのという言い方だけは避けたい

と思います。 

 

◯関戸順一議長 ここで 10 分間休憩します。 

     午前９時 50 分  休憩 

 （石井芳隆議員、徳間和男議員退席） 

   ──────────────

 


