
2007.12.06 : 平成 19 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) 市政一般について 

 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）事業の進捗状況と今後の課題は何か。 

 ウ ごみ中間処理施設の整備と運営について 

 （ア）進捗状況はどうか。また、市としての考えを示されたい。 

 エ 厚木市立病院の整備と運営について 

 （ア）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。 



2007.12.06 : 平成 19 年 12 月定例会（第３日） 

 

 ────────────── 

     午前 11 時 01 分  開議 

 

◯関戸順一議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）こんにちは。民主党の佐藤知一でございます。 

 昨日は、ＯＥＣＤ国際学習到達度調査の結果が新聞やテレビで大きく取り上

げられました。記事にはこうあります。来日中のアンヘル・グリアＯＥＣＤ事

務総長は４日夕、都内で会見をした。日本の教育システムを学習機会の公平な

配分を実現し、高い学習到達度を得ることに成功している。ＰＩＳＡはランキ

ングを見るのではなく、教育の課題を把握し、どうよくするかが目的だと発言

した。一方、渡海文部科学大臣は、会見で率直に残念と語り、その上で、前回

の結果を受けて改善を図ってきたが、まだ生きていないのかもしれないと述べ

たとあります。 

 私はいつも思うのですが、こういうランキングを見て順位が上がった、下が

った、そればかり見ています。国の政策もそのたびに変わる。日本の下にはド

イツやフランスがいて、その下にはアメリカもいます。こういうランキングで

１位を独走していたころの生徒・児童が私たちの世代でもございますし、１位

をとってもこんなものでございます。日本の 30 代以上の大人で、ルートの計算

や微分積分が解ける人が一体何人いるのでしょうか。学力低下だ、もっと詰め

込めと騒いでいる大人に限って、分数の計算すらおぼつかなかったりもいたし

ます。 



 私が言いたいのは、求められるリーダーとしての資質と姿勢であります。日

本の大臣はランキングだけを見て残念だ、結果が出なかったと言い、ＯＥＣＤ

事務総長は、順位ではなく結果から教育の課題を把握し、これからどう活用し

ていくかが大切であると言っています。私たち凡人は、ともすると結果だけに

目が行ってしまいがちですが、その先を見据え、何が本当に必要なことなのか、

目指すべきポイントは何なのかをしっかりとつかみ、人々に示すことができる

人こそ真のリーダーであると考えています。 

 ある都市の首長を務めた方は次のように言っています。役人は、原稿を作成

する際にはわかりやすさよりも言質をとられないことを優先しがちである。私

はそのこと自体が悪いと言っているのではなく、政治家と役人は、役回りが大

きく違うということである。だからこそ、政治家には自分の言葉ではっきりと

市民に対し、わかりやすく語りかける能力と決断力が求められていると言って

います。 

 また、今は亡き黒川紀章氏がイタリアのある地方自治体で非常勤の助役をし

ていたころ、彼はこう言いました。日本では市民の声を聞きながらまちづくり

を行うので、私もここではそうしたい。このように言うと、地元の議員から、

そんな方法ならかわりは幾らでもいる。建築の天才なら一人で責任を持ってプ

ランを出し、それから市民に意見を聞いて修正をすればよいと詰められたそう

でございます。 

 私は、一議員でございます。議会を通じて議案のチェックをすることが仕事

でございます。首長は大統領に例えられるほど大きな権限を持ち合わせてもい

ます。まちの将来の設計図を描き、創造するのが大統領たる首長の仕事でござ

います。厚木市の財政状況も厳しいと言われる今だからこそ、小林常良市長に

は、厚木市をどこに導きたいのか、どのようなまちにしてきたいのか、グラン



ドデザインを自分の言葉で語っていただきたいと強く考えております。 

 安倍前首相は、美しい国というキャッチフレーズで国をまとめようとしまし

たが、よくわからないと不評でした。小林市長は、「明るく楽しい元気なまち

あつぎ」をまちづくりの目標として掲げ、市長就任以来語られておりますが、

私はもう一歩踏み込んで市長の目指す厚木の姿を語っていただきたいと願って

います。 

 厚木市立病院、中間処理施設と数百億円規模の大型公共事業の建設が検討さ

れてしばらくたちますが、小林市長から、私はこういうものをつくりたい、も

しくはつくらないという具体な声はいまだ聞かれません。22 万 4000 市民の中で

１人だけ選ばれた小林市長ですから、その思いをぜひ具体的に聞かせていただ

きたいと思っております。 

 それでは、通告の用紙に従って質問に移らせていただきます。 

 昭和 30 年代から 40 年代にかけて、豊かさのシンボルとして建設された団地

の荒廃が、今全国で深刻な問題として語られています。かつてのニューファミ

リーのあこがれの的であった団地で、今スラム化の兆候が見られているという

のです。高度経済成長期には、地価上昇に巻き込まれない安定した住居として

の役割を果たしていた公共の団地も、現在はその存在意義を問われている状況

であります。 

 東京大学大学院の松原隆一郎教授は、この環境から団地を救う道として、100

年もつ建物をつくり、時々修復をかけて、人が集まるまちをつくるには、盆栽

と一緒で何十年単位のスパンが必要である。長期的かつ土地柄を生かした都市

計画にのっとることが重要であると語られています。 

 一方で、厚木の中心市街地を見るとどうでしょうか。特に規制をすることも

なく、高層マンションは本厚木駅を中心に雨後のタケノコのように建ち始め、



現在もその途上にあります。新築のマンションの隣では、既に老朽化したマン

ションに空き家が大量に出ている状況であります。あわせて、急激な高齢化も

進んでいます。４大都市圏でも、2015 年ごろまでに現在の過疎地並みの高齢化

状況となり、さらにその勢いは 10 年以上も続くとされています。私には、全国

にあるスラム化されているという団地と、10 年後の本厚木駅周辺の姿が重なっ

て見えるのであります。 

 また、まちづくりの視点からも、高層建築物のあり方を示していくべきでは

ないかと考えています。高層マンションの高層階は、地震時のエレベーターの

停止や、ガス、水道などのライフラインの途絶を考えると、居住空間としてす

ぐれているとは言えないとの専門家の意見もあります。美しいまちの景観をき

ちんとつくり出して行くことこそが元気な厚木の創出につながると考えますが、

いかがでしょうか。 

 そこで、持続可能な発展と再開発事業について、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ご説明ください。 

 厚木パルコ撤退の期日が、３カ月を切りました。これで 22 万 4000 市民が住

む文化都市厚木市から、すべての映画スクリーンが消えることになります。厚

木市が中心となり再開発をして誘致した厚木パルコの撤退における市の考えは

何か、お聞かせください。 

 また、今年度、施政方針に掲げられた本厚木駅南口再開発事業も進捗が見ら

れない状況にあるように思われます。そこで、本厚木駅南口再開発事業の進捗

状況につきましてもあわせてご説明ください。 

 平成 16 年度、内閣府地域再生本部から認定をいただいた地域再生計画は、国

からさまざまな支援措置を受けつつ、10 年間にわたり行われる計画でございま

す。昨年の 12 月議会におきましても質問をさせていただきましたが、市長の交



代がございましたので、再度質問とさせていただきます。地域再生計画につい

て、事業の進捗状況はどうか、お示しください。 

 昨日の一般質問初日においても、厳しい財政状況という言葉が小林市長の口

から何度となく発せられました。私はこれまでも一貫して、金持ち厚木市と言

われるけれども、内情をよく見れば全くそんなことはない。経常収支比率が高

く、実際に政策的予算として使えるお金は驚くほど少ないと、繰り返し議会に

おいても訴えてまいりました。 

 厚木市が厳しい財政状況にあるということは十分理解した上で質問いたしま

すが、厳しい財政状況の中においても精査をし、何らかの形で前へ進めなけれ

ばならない大きな公共事業が、我が市には複数存在しています。そこで、ごみ

中間処理施設の整備と運営及び厚木市立病院の整備と運営について、進捗状況

と市長としてのお考えをお聞かせください。また、厚木市立病院の運営につい

ても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 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）事業の進捗状況と今後の課題は何か。 

 ウ ごみ中間処理施設の整備と運営について 

 （ア）進捗状況はどうか。また、市としての考えを示されたい。 

 エ 厚木市立病院の整備と運営について 



 （ア）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）佐藤知一議員から、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しましては、近年の景気低迷に

よる大型店舗の撤退や空き店舗の増加により、商業機能集積が図れず、平面駐

車場等の増加が進んでおります。 

 既存の商業施設を初めとする都市機能の更新がスムーズに行われていないこ

とが、中心市街地における課題であると考えており、市では、再開発事業や優

良建築物等整備事業の手法により、更新を図るべく、地区内の地権者等による

勉強会を開催し、民間活力の導入に努めております。 

 また、庁内の組織が横断的に連携された特別推進チームを組織し、中心市街

地活性化施策を進め、持続的なにぎわいのあるまちづくりに取り組んでおりま

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、厚

木パルコ店に関しましては、本市の中心市街地の中核をなす重要な商業施設で

あると認識をしてございます。 

 昨年 10 月の撤退報道がされてから、ビルオーナーと情報交換をし、対応につ

いての協議を非公式にしてまいりました。これまで、パルコとビルオーナーと

の間で継続的な交渉が持たれ、長期の賃貸契約の途中解約ということで、パル

コ側が後継テナントを責任を持って探すとのことであります。市といたしまし



ては、企業誘致条例や空き店舗対策事業等の情報を、ビルオーナーを通じて提

供しているところでありますが、深く介入できないことも事実であります。 

 また、映画館につきましても、中心市街地の活性化に大きな役割を果たすも

のであると認識しておりますので、こうした施設の存続も強く働きかけてまい

りたいと考えております。さらに、商業関係者も危機感を持って見守っており

ますので、商業活動が活性化するよう、周辺商業環境の整備や地域商業の振興

などハード、ソフト両面を含めたさまざまな対応を関係者と協議し実施してま

いります。 

 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、平成 17 年９月に準備組合が設立され、これまでに 13 回の全体会を開

催してまいりましたが、施設規模や資金計画など、事業の根幹にかかわる部分

に関しまして進捗が見られない状況にあることから、本年度の都市計画決定に

つきましては大変厳しい状況にあると判断いたしております。今後におきまし

ても、引き続き再開発事業地にかかわる地権者の皆様を初め、関係機関との協

議に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、地域再生計画について、事業の進捗状況と今後の課題は何かとのお尋

ねでございますが、平成 16 年度に内閣府地域再生本部から認定をいただいた地

域再生計画を具現化するために策定した、みどりと清流のふるさと創造基本構

想を基本とし、見城ハイキングコース整備やもみじの植栽など、早期着手可能

なものから地元活性化団体の皆様とともに実施しているところであります。 

 また、今年度はふるさと自然文化村共同利用施設の整備を含め、基本構想の

再検討を進めているところであります。今後につきましては、基本構想に掲げ

る事業の必要性、効率性、有効性などを考慮し、いかに地域の状況と調和させ

事業化していくかが課題であると考えております。 



 次に、ごみ中間処理施設の整備と運営について、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、平成 17 年６月 23 日

に公表いたしましたごみの中間処理施設建設候補地につきましては、これを見

直し、再検討することといたしました。今後におきましては、（仮称）建設候

補地再検討委員会を設け、経済性及び効率性の視点を含め、候補地の選定に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、厚木市立病院の整備と運営について、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、現在、病院整備を含め幾つもの大きなプロジェクト

が計画されていることから、新総合計画において、財政計画等との整合性を図

りながら明らかにしてまいりたいと考えております。 

 また、病院運営のあり方につきましては、現在国が策定を進めております公

立病院改革ガイドラインに沿った指針が、各自治体に示されることとなってお

りますので、こうした状況を勘案しながら見直しについて検討してまいりたい

と考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ご答弁ありがとうございました。 

 教育委員会の方には、通告もなしに登壇で触れてしまいまして、後ろから教

育長がびっくりされていたのが見えたのですけれども、今回は触れませんが、

一般質問でなぜこういうことを言ったかというと、例題として、職員の方々は

それぞれの事務事業で行っていて、やはりそこできちんと数字を上げていかな

ければならないということが一方ではあって、それは上位目的との整合性が合

わないことも時としてある。それが見えるのはやはり市長ではないかというこ

とで、例として挙げさせていただきました。 

 教育委員会のことを、質問はしませんが、触れますけれども、例えば去年の



９月に私が一般質問で行った学校給食、きのうは名切議員が行いました。学校

給食でレトルト食品を出す。その部門においては整合性があるかもしれない。

しかしながら、例えば市の行っているまちづくりということを考えたら、うち

も食堂の息子ですから、レトルト食品などで育った子供たちが大人になって、

うちの食堂に来てもらえるかと思えば、やはり小さいころからきちんとその場

でできたものをその場で食べる、例えばバラエティーに富まなくとも、手づく

りのものを食べて大人になってくれた人の方が、うちの食堂に来てもらいやす

くなる気もするわけです。これは数字的な根拠はないです。しかしながら、食

文化を語るには、それぐらいの一つ一つの事務事業別には整合性がとれている

ことであったとしても、やはりそこにお金を厚くしてそういった事業を進めて

いかなければならないことも時としてあると思います。 

 今回のまちづくりに関しても、私自身はそういうことを考えて、よく最近で

は総合政策などと言って、一つ一つの事務事業がそれぞれに影響し合って１つ

の総合政策ができるという考え方もあるわけでございます。では、具体的な質

問に移らせていただきます。 

 中心市街地において、市民の体感治安の回復を目指して、あつぎセーフティ

ーステーション番屋が設置されましたけれども、この効果の有無について、体

感治安はどの程度回復したのかどうか、まず確認をさせていただきます。 

 

◯小菅和夫安心安全部長 ことしの７月13日にあつぎセーフティーステーショ

ン番屋を開設させていただいたのですが、ここの役割といたしましては、地元

で組織していただいています、本厚木駅周辺環境浄化対策協議会、あるいは地

元の自治会、商店会の皆様方が実際に行っていただいております防犯パトロー

ルの拠点に使っていただく。あるいは、やはりよく言われますけれども、まち



が汚いと犯罪が起こりがちであることから、環境美化活動の拠点に使っていた

だくということで現在行っております。 

 さらには、見ていただければおわかりになりますけれども、警察官の立ち寄

り所ということで毎日お立ち寄りいただいています。そこにいられるパトロー

ル等をされる方々との意見交換によっての効果。それから、まだあります客引

きの問題だとか違法駐車の問題も、番屋の職員がチェックをして警察に通報す

ることによって取り締まりをしていただくということでございます。目に見え

てこういう効果があったと皆さんにはなかなかご理解いただけないかもしれま

せんけれども、こういう問題ですので地道に取り組んでいく必要があるだろう

と思っています。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 番屋と同時にあつぎにぎわい処ができて、期間がまだたっていませんので今

回は質問いたしませんけれども、６月の施政方針で、市長は次のように述べて

います。「健全なにぎわいの創出や公共公益施設の再配置、良好な景観形成な

どに資するため、中町第２－２地区周辺及び本厚木駅南口地区において事業を

推進してまいります」とお約束をしていただきました。 

 まず、中町第２－２地区周辺整備について、健全なにぎわいの創出や公共公

益施設の再配置、良好な景観形成などに資するとは、具体的にどういうことを

想定しているものか、お知らせください。 

 

◯小瀬村恒男都市整備部長 施政方針にございます、健全なにぎわいの創出並

びに公共公益施設の再配置、これをもって良好な景観形成に資すると定めまし

たところは、中町第２－２地区周辺並びに本厚木駅南口につきましては、徐々



にでございますけれども、都市マスタープラン等に掲げてございます市街地再

開発事業の建物の更新並びに共同化、不燃化といった事業を促進いたしまして、

もってそれを良好な都市景観の形成へと促しているところでございます。 

 また、公共公益施設の再配置につきましては、平成 17 年度に研究させていた

だきました都市施設の配置計画をもとにいたしまして、周辺にございますさま

ざまな公共施設を再編して、一元化した１つの複合的な公共施設に持っていけ

るかどうかを目的に検討していこうということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 答弁に特別推進チームとありましたけれども、これは

職員でしょうか、それともどういう方なのか、もしくはその権限について何か

決まっていたらお知らせください。 

 

◯宮台 功市政企画部長 この特別推進チームでございますけれども、これま

で本市において重要な課題がなかなか解決されない中で、最優先に取り組むべ

き重要な課題について、全庁的にあるいは複数の部にまたがるような事項の解

決を図るために設置をしたものでございます。 

 これらにつきましては、全庁的に庁内から職員の募集をいたしまして、また

関係部からの推薦の職員、あるいは経験上から必要と思われる構成員としての

職員約 10 名でプロジェクトを構成いたしまして、いわゆる市長特命の最重要課

題を解決するためのプロジェクトチームでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 期待をするものでありますので、ぜひお願いしたいと

思っております。 

 厚木パルコ撤退については、市長答弁をいただきました。途中解約で、パル



コが責任を持って次を探すということでございますので、本来もう少し市とし

ての責任をという質問をさせていただきたいところでございますけれども、民

間もかかわっているということで、次回にお聞きしたいと思っております。 

 次に、南口の再開発事業なのですけれども、今までもちょっと持続可能な発

展と再開発事業についてということで言ってきました。私も厚木のまちの中に

住んでいるものですから感覚として、この話も議会で何度かしたと思うのです

けれども、その昔は相模川が中心で、天王町通りなどが中心としてあって、そ

こから中央通り、中町大通りと徐々に中心市街地が移ってきた。パルコができ、

サティ、昔はダックシティ厚木でしたけれども、できて、それが少しずつ衰退

していって、今度は本厚木駅南口地区の市街地再開発事業となっているわけで

す。 

 焼き畑農業と言うとちょっと聞こえも悪いし、もしかしたら焼き畑農業に対

する私の誤解があるかもしれませんけれども、感覚としたら、市街地を使いっ

放しというか、なかなかそこが再開発、新たに開発、つまり持続可能な形でま

ちの景観形成ができていないのではないかと考えているわけでございます。 

 市としても、グランドデザインを示しながらまちづくりを行ってきたわけで

すけれども、少し前の中心市街地であった中央通り、天王町通り、もしくはそ

の左右前後ありますけれども、そのあたりの復興というか再開発について、何

か計画などお考えがございましたら、教えてください。 

 

◯小瀬村恒男都市整備部長 昔の厚木のまちの中心をなしておりました寿町周

辺、あるいは東町周辺につきましては、現在寿町１丁目におきましては、まち

づくり研究会を地元の皆様がおつくりになり、市とそこの中のいわゆる再開発、

あるいは区画整理、道路整備といった防災上の視点からまちづくりについて検



討していただいているということもございます。 

 また、住宅密集にかかわりまして防災上の観点からの道路整備を初め、地元

の皆様と協議をしている段階でございます。また、産業振興部の方では、東部

の街なみ形成に向けまして、今年度既に検討に入っていらっしゃる状況でござ

います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 まちづくりといってもなかなか難しいものがあると思うのです。今も都市整

備部長が言われたとおり、区画整理は防災上非常に大きな―私も地元の消防団

ですから、消防車が入らないところはやはり大きな不安があるわけです。道路

を広げるような地元の要望もある。それは当然私も議員として皆様方にお願い

をしなければいけないものがある一方、あそこの厚木北地区はもともと花街で

あって、細い路地が入り組んでいる中で花街の文化が花開いたという側面もあ

るわけです。 

 全国的には、路地をまちおこしに使うとか、そういった路地の中で子供たち

が遊んで再び活気を取り戻すとか、そういう事例も幾つかあるわけでございま

す。これは二律背反でなかなか私の方ではどちらがいいと言えるわけではない

のですけれども、ぜひ市としてこういう方針でいきますという強いリーダーシ

ップをとっていただいて、今後のグランドデザインにつなげていっていただき

たいと思っております。 

 あわせて、南口地区再開発事業なのですけれども、初めはホテルの誘致とお

聞きしていましたが、施政方針のときも、いつの間にか上の方は住宅となって

いるのです。昨年 12 月の議会では、市長は登壇で、中心市街地にマンション建

設の増加は課題である、市としては好ましくないことであると表明されていて、



本厚木駅南口地区再開発事業では、市長はかわられて、住宅となる検討もある

と思いますけれども、結果としてマンションをふやすことになってしまう。 

 これは、一方では問題と言いながら、一方では反対のことを行っている。政

策の一貫性がどこにあるのか、それとも市長がかわったことでマンションがで

きること自体は問題ではなくて、歓迎するべきことの認識に変わったのか。こ

れはどちらが正しいとは言えないのですけれども、このあたりの認識をもう１

度確認させていただきます。 

 

◯小瀬村恒男都市整備部長 まず、昨年 12 月議会で当時の市長が、マンション

が増加しているという段階の課題を申し上げたところでございますが、本厚木

駅南口地区市街地再開発につきましては、準備組合が本年１月にホテルからそ

の用途を居住用のマンションの導入について検討の展開をしております。市長

がかわられたことが原因ではございませんし、それが方針の転換ということで

はございません。ホテルを含め商業業務の誘導策について、準備組合で、マン

ション需要、ホテル需要、あるいは商業需要という業態を検討した中での議論

の中から、マンションではどうかというご提案が準備組合からあったというこ

とでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ぜひ、本厚木駅南口地区市街地再開発事業が、つくる

こと自体が目的とならないようにきちんと行っていっていただきたいと思って

おります。 

 登壇でも申しましたけれども、建築確認の問題で今ちょっとストップしてい

るということも聞いておりますが、大きなマンションが次々に建つということ

も聞いております。これは、私自身はマンションに対して否定的に思っている



わけではなくて、例えば私も結婚して、これから子供ができて、厚木市内の中

でマンションを移りたいと思ってもいます。ですから、マンションに対しての

否定をするわけでもないし、今回の本厚木駅南口地区市街地再開発事業につい

ても、１つの事業レベルにおいては、生産性をとって、きちんと地権者の利益

もとって、建つためには住宅やむなしというような結果、一つ一つの事務事業

についてはそうなるかもしれない。しかしながら、まち全体を見回してみると、

そこに整合性がないのではないかと思うわけです。 

 例えばまちづくりの中で、今は高層マンションに対して、市が条例も含めて

さまざまな規制をかけて、あえて建てさせないようにすることも１つとしてあ

るわけでございます。例えば５年先、10 年先、10 年などあっという間ですけれ

ども、私が本当に危惧しているのは、今新しいマンションがどんどん建ってい

て、既に築 30 年、40 年というマンションもあって、そこから新しいところに移

っていくことによって、あいているマンションがいっぱいできてきている。風

俗に対して東京で規制をかけたら、それが移ってきています。厚木にもその影

響があって、市長もその体感治安は問題であるということで、それに対応をす

る。 

 そうすると、もしかしたらそこの空きマンションに―実際そのマンションの

中に入って営業している風俗店もあると聞きます。そのようにかえって見えな

いふうに、もしくは取り締まることができない状況を生み出してしまうことも

一方では懸念されるわけです。当然まちづくりとしては、マンションをいっぱ

いつくって、市民にいっぱい来てもらって、税収をいっぱい落としてもらう。

それは方針として間違っているとは思いません。しかしながら、一方では、あ

る種規制をして持続可能なまちづくりを行っていくこともできるわけです。こ

れは、私たちが判断することではなくて、ぜひ市長が政策としてそれを明確に



示していただかなければ、それが正しいとか正しくない、当然メリット、デメ

リットあるわけですから、ぜひ行っていただきたいと考えおります。 

 質問を移ります。地域再生計画についてでございます。 

 みどりと清流のふるさと創造基本構想ですけれども、その目的をまず簡単に

お聞かせいただきたいということと、地域再生計画、深くは言いませんけれど

も、これもなかなか現場の判断というか、きちんとした認識がなければ難しい

と思うのが、観光客に一人でも多く来てもらうことが大事なのか、もしくは観

光客を抑えてでも魅力を増大していって付加価値を高めていくのかということ

も、きちんと明確にしていかなければ、現場も含めて、地元の方々もなかなか

協力も難しいように思うのです。 

 諸外国では、例えばニュージーランドのミルフォードトラックは、逆に人に

来させないように、入ったらお金をくださいという形で規制をする中で、その

かわり美しいものを、行政が手を加えてしっかりとしたものをつくっていく。

みどりと清流のふるさと創造基本構想、読ませていただいて、すばらしいとは

思うのですけれども、そのあたりについての認識というか、政策的な判断はど

ちらに、今言ったような観光客に多く来てもらうことは好ましいけれども、そ

こを重視するのか否かについてまずお聞かせください。 

 

◯熊坂 博緑政担当部長 今お尋ねの、みどりと清流のふるさと創造基本構想

でございますけれども、これにつきましては、丹沢大山国定公園などの、本市

の豊かな自然を生かし、地域の活性化を目指そうとしている地域再生計画を、

地域の状況との整合性を図りながら具現化するために、地域の方々のご意見を

いただきながら策定したものでございます。したがいまして、新たな観光資源

の創出等が図られるのではないかと考えておるものでございます。 



 したがいまして、この構想の具現化により、観光客の増加は見込めるものと

思われるとともに、相反する部分ですけれども、観光客増加のためには地域の

魅力を一層高めていかなければならないだろうと考えております。 

 

◯原 隆産業振興部長 観光の面で私からお話をさせていただきます。 

 観光につきましては、生活空間から離れたところに身を置くことに１つの魅

力または意味があると言われているところでございます。そういったことで、

七沢、または飯山を訪れた方々が、いいところに来たな、日ごろの憂さを忘れ

てと、そんな形になることが大事かと思っております。 

 そうした意味で、この構想に掲げてある事業を１つずつ実現させていくこと

が大切かと思っております。ことし、来てみたらこういうところが整備されて、

こういった施設がある、また来年来たらこういうところがまた魅力として出た

ということが大切かなと思っております。 

 そうした中で、地域の魅力を充実させるということは観光客の増加につなが

っていくと私どもは考えておりますので、相反するものではなくてということ

で進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。 

 ふるさと自然文化村の共同利用施設の整備を含め再検討とあります。ぜひ、

そういった実情に見合った、上位目的にかなった施設を私もつくっていただき

たいと要望させていただく次第でございます。 

 

◯小林常良市長 今のお話の件ですけれども、七沢地区にしかり、飯山地区に

しかり、厚木市の西寄りの地域の中で、地域再生事業という名前をつけている



わけですけれども、私は地域をこれからどうやって創造していくかということ

を考えると自然の問題とか温泉とかも含めて、たくさんの人たちに来てもらえ

るような魅力のある地域づくりをどうするかということをやるべきだと私も思

っております。 

 そういう意味で今回の事業構想をしているので、それにはどんな方法がある

かという部分は、行政が余り指導するのもどうかと思います。なぜかと申しま

すと、この地域は温泉も含めていろいろ地域の中で精通した方がたくさんいら

れるわけでありますので、その人たちの考え方をしっかり受けとめさせていた

だく。その上で、お客さんがふえて、商業・産業振興策になっていけばという

長い目のとらえ方を行政はするべきだと思います。 

 そういう中で、今回の計画構想に入ったということであります。地元の関係

でもあられますので、ぜひともいろいろな意味でご提言、ご進言をいただけれ

ばと思いますので、お願いしたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ご答弁ありがとうございました。 

 余談ですけれども、さきの日曜日に往復８時間かけてバスで上州の方に行っ

てまいりました。やはりそこも民間主導ではありましたけれども、魅力的な施

設、心いやされる施設、温泉との複合施設がございました。ぜひとも市長には、

頑張っていただいてというのはあれですけれども、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ごみの中間処理施設の整備と運営についてに質問を移らせていた

だきます。 

 棚沢の決定から、もう少し選択肢をふやして決定していきましょうというこ

とを聞いておりますし、新聞にもそのように報道されました。この候補地の中



に、今の金田地区は候補地の１つとして入るのか否かについて確認させてくだ

さい。 

 

◯志村利夫環境部長 今回につきましては、既定の候補地についてこれを見直

し、そして再検討していくという方向性を打ち出したわけでございますけれど

も、その中でこの地区とこの地区は除外していくということは一切決めており

ません。そういうことでぜひご理解いただければと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 私は、どこの地域がというのは、まだ候補地すらわからないので、ちょっと

思ったことを述べさせていただきます。先日も議員の先輩方のご協力で、さま

ざまなごみ処理の勉強会を見せていただいて、かなり技術的にも上がってきて

いる。例えば、ごみを無酸素で熱処理をして新しくエネルギーをとるような技

術もある。ただ、まだ実現には十分ではないかなと思ったりするわけですけれ

ども、10 年、20 年で大分ごみ処理の施設のあり方も変わってくるのではないか

と思っております。将来的にはそういうことも見据えてとなるのでしょうけれ

ども、今のごみ処理施設がどこまでもつかというのはまだ議論のあるところで

ございますが、いずれにせよつくらなければいけない。 

 市長のきのうまでの答弁も、今の厚木市の財政は厳しい、すべてを行うこと

はできないということがありまして、金田地区は今現在熱利用施設など附帯施

設があって、土地もある。その横に、例えばそれがそのまま利用できるという

ことが一方であったり、また地元の方々にとっては、これまでお世話になって

きているので、ほかの地域でということも当然あるでしょう。もっと言えばバ

ックヤードという言葉もあって。 



 いずれにせよ検討しなければいけませんけれども、検討するにしても、きち

んと案を早急に出していただかなければ、私たちとしてもこの案がいいですと

はなかなか言えないと思います。 

 質問としてはこのあたりにさせていただきますが、同じようにまだ候補地の

決まらない厚木市立病院の整備と運営についてがございます。きのうの質問に

もありましたけれども、市長は施政方針で、特に産婦人科医師の確保について

は、少子化対策の抜本的な問題と認識しておりますので、重要課題と位置づけ、

産科医療の継続に向け努力してまいりますと言われています。重要と考えてい

るのは私たちも含めて、ここにいる皆さんがそう考えていると思います。 

 病院事業局長の答弁でもありましたけれども、産婦人科医師の確保には新た

な施設、つまり新病院が必要ではないかという意見も寄せられたり、また別の

見方をすると、すべての大型公共事業を同時に行うことはできない、これは市

長の答弁ですけれども、その優先順位が当然あるわけです。それは市長にしか

判断ができないことである。 

 つまり、200 億円かけてまず市立病院をつくって、厚木市のこれからの状況を

考えても、最優先で産婦人科医師を採るために市立病院をつくるのか。もしく

は、200 億円というのはこれからの市民にとっても大きな借金となり得るので、

もう少し待ってもらわなければならない、もしくはごみ処理の方が優先だとい

う選択もあるかもしれない。 

 しかしながら、その辺の選択肢をまず市長が示してもらわなければ、私たち

も判断できないと思います。この答弁は市長にお願いしたいと思うのですが、

今現在のお考えを率直にお聞かせ願えればと思います。 

 



◯小林常良市長 病院の件ですが、新しい病院にした上で産科の先生を確保す

るという考え方というのはどうかと思います。これは、今の状況の中で何とか

しなくてはいけないということでありますから。 

 昨日も登壇で話しているかと思いますけれども、優先順位をどうするのだと

いうことであります。それは、今回中間施設についても再検討するということ

であります。どういう事業年度で行くのかはこれから考えるわけです。既存の

施設もどこまでもたせるのかも当然考えなくてはいけないと思います。 

 それから、病院の方ですが、候補地を早く探せばいいということでもないと

私は思います。なぜかと申しますと、候補地そのものをどこに定めていくのか

も、今公立病院の新しいガイドラインを来年いっぱいかけてつくるという流れ

に来ているわけでありますから、その中でも考えていく必要もあるでしょうし、

現有の病院の部分も考えていかなくてはいけないでしょうし。 

 ただ、まちづくり三法を含めて、一方では都市計画上、郊外へ持っていく部

分は非常に規制も出てきている状況もありますので、そういうことから、今の

市立病院をより向上しなくてはいけない部分は、取り組むべきだと思います。

それとイコール、すぐ新病院をどこにつくるというところは、まだこれから考

えていくべき課題であります。そのように思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 きのうも部長答弁で、医療を取り巻く環境は急速に変わっているというもの

がございました。まちづくり三法も含めて、なかなか思うようにいかないこと

もあるかもしれません。病院の運営に関しては、特別委員会の方で引き続き審

議させていただきますので、私の今回の一般質問をこの辺で終了させていただ

きます。ありがとうございました。 



 

◯関戸順一議長 ここで午後１時まで休憩いたします。 

     午前 11 時 51 分  休憩 

     （関戸順一議長、高田浩議員、 

     松本樹影議員、徳間和男議員退席） 

   ──────────────

 


