
2008.02.29 : 平成 20 年２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 平成 20 年度予算について 

 （ア）予算編成方針の基本的な考えと歳入面及び歳出面で考慮している点は

何か。また、税収の見込みは。 

 イ 徹底した情報公開の実施について 

 （ア）昨年の施政方針に示された「徹底した情報公開」と「市政の透明化」

の進捗状況は。 

 ウ コミュニティバスについて 

 （ア）導入について、市としての考えは。 

 エ ＷＨＯセーフコミュニティ認証の取得について 

 （ア）市としての考えは。 

 オ 再生紙の古紙配合率をめぐる偽装問題について 

 （ア）グリーン購入法に基づいた物品の購入に影響はないか。 

(2) 教育行政について 

 ア 学校給食におけるレトルト食品の使用状況について 

 （ア）中国製ギョーザ中毒事件にかかわる回収対象食品の使用による健康被

害の調査は十分に行われたか。 

 イ 学校給食センター運営委員会について 

 （ア）運営のあり方について、課題はあるか。また、委員会は十分に機能を

しているか。 

 



2008.02.29 : 平成 20 年２月定例会（第３日） 

 

────────────── 

     午前 10 時 55 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）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、通告に従いまして順次質問をさせていただきます。 

 今議会において平成 20 年度予算が提出されました。小林市長にとりましては

初の本格予算となり、市民の期待も非常に大きいものと認識しております。し

かしながら、法人市民税を初めとする歳入が伸び悩んでいる中で、物件費や扶

助費などの増加により、投資的経費は急速な減少傾向の中にあります。平成 20

年度当初予算案における投資的経費 78 億円は、平成 19 年６月補正後の予算 84

億円に比べて 7.5％の減少、平成 18 年度決算に比すればおよそ 22％の減少とな

ります。そこで、次の諸点につきまして質問をいたします。 

 予算編成方針の基本的な考えと歳入面及び歳出面で考慮している点は何か、

お尋ねいたします。 

 また、伸び悩む税収の見込みについてもあわせてお答えください。 

 次に、徹底した情報公開の実施について質問をいたします。 

 市長は、昨年の６月議会施政方針において政策理念の柱を３つ挙げられまし

た。その１つに、徹底した情報公開を推し進め、市政の透明化と元気な庁内改

革に努めるというものがありました。今議会の施政方針においても、昨年同様、

政策理念３本柱の１つとして徹底した情報公開を挙げられました。 



 そこで、市長が就任以来一貫して力を注いでおられる徹底した情報公開と市

政の透明化は現在どのような状況にあるのか、その進捗状況についてお尋ねを

するものであります。 

 次に、コミュニティバスの導入についてお尋ねいたします。 

 市長は施政方針において、公共交通空白地域の解消及び市民ニーズの多様化

に対応するために、コミュニティバスなどの調査研究を進めていくと明言され

ました。そこで、コミュニティバスを導入するに当たってクリアしなければな

らない課題について、市としてのお考えをお聞きするものであります。 

 次に、ＷＨＯセーフコミュニティ認証の取得についてお尋ねいたします。 

 市長は施政方針において、世界に誇れる安心・安全都市としてＷＨＯによる

セーフコミュニティ認証の取得を市民とともに目指すと明言されました。安

心・安全都市の実現は、私たち市民にとりましても非常に好ましいことであり

ます。そこで、実現に向けての課題などにつきまして、市としてのお考えをお

聞かせください。 

 次に、再生紙の古紙配合率をめぐる偽装問題について質問いたします。 

 循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取り組みに加え、需要

面からの取り組みが重要であるという観点から、平成 12 年５月に、循環型社会

形成推進基本法の個別法の１つとして、国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律、一般的にグリーン購入法と言われておりますが、これが制定さ

れました。この法律の趣旨にのっとり、本市においてもグリーン購入法に基づ

いた物品の購入を積極的に行ってまいりました。 

 しかしながら、昨年、再生紙偽装が発覚し、我が市に限らず全国的に問題に

なりました。当初は大手製紙会社による年賀はがきの再生紙配合率偽装として

発覚したものが、再生紙比率 100％と記していたコピー用紙が実は 11％しかな



かったなど、コピー用紙や封筒など官製はがき以外の製品にも見つかり、また、

大手のみならず中小の製紙メーカーにおいても偽装が発覚し、再生紙偽装問題

は全国的な広がりを見せました。 

 そこで、本市においてグリーン購入法に基づいた物品の購入に影響がないの

か、お尋ねするものであります。 

 次に、教育行政について質問をいたします。 

 全国に衝撃を与えた中国産冷凍ギョーザ薬物食中毒事件は、発覚から１カ月

が経過したにもかかわらず、現在におきましても長期化する様相を呈しており

ます。事件発覚当初は、中国産冷凍ギョーザ薬物食中毒、一連の事件に絡んで

回収対象となっている冷凍食品が、厚木市内 10 の小学校で使用されていた、神

奈川県で使用していた自治体は厚木市のみといった内容のニュースが、テレビ、

ラジオなどマスメディアを通じて１日じゅう全国に広く報道されました。 

 そこで、中国製ギョーザ中毒事件にかかわる回収対象商品の使用による健康

被害の調査は十分に行われたのか、お尋ねするものであります。 

 私は、これまでも学校給食について、安易な食材に過度に頼るべきではない

のではないか、どのようにしたら市として安全性を担保できるのかと何度も提

言してまいりました。例えばハンバーグ、ミートボール、シューマイ、コロッ

ケといったものはすべて冷凍食品で年内契約されており、これで食の安全性を

担保できるのかという質問を平成 18 年９月定例会において行いましたが、当時

の担当部長からは、事前に提出された配合表を十分精査いたしまして、栄養価

だとか、添加物だとか、着色料、使用材料の配合などを確認の上、選定して、

より安全なものを出していると認識をしているといったお答えが、また当時の

教育長からは、国あるいは県の基準に基づいて計算した食材を使っているので

心配ない、学校給食センター運営委員会の中には栄養士あるいは保健福祉事務



所の方も入っているので、専門的な立場で出席していただいているので心配な

いとの答弁をちょうだいしています。 

 今回の事件につきましては、日本という国自体が、中国など近隣諸国から食

材や食品の輸入なしには成り立たない以上、必要以上に騒いでも問題をわかり

にくくするだけであるとも考えています。しかしながら、市政にかかわる者の

１人として、学校給食の安全性については、平成 18 年９月議会などで取り上げ

た問題についても、その後、前向きに取り組んでこられなかったことに対して

強く遺憾に感じています。 

 給食のほとんどをレトルトや冷凍食品などつくる人の顔を確認することすら

できない状況を放置しておきながら、食育の重視を掲げる厚木市の学校給食の

現状は、私に言わせれば情報公開とはほど遠い状況としか思えません。もちろ

ん食品の関係やノウハウの問題などあるでしょう。しかしながら、ならばそこ

も含めて情報の公開を積極的に進めなければ、市民の信頼を得ることはできな

いと考えています。 

 厚木市の学校給食においては、これまでも市の広報や議会答弁などを通じて、

人の顔が見える身近で安全な給食を提供している、厚木市の給食はいつもでき

たてを提供していると繰り返し自信を持って主張をされてきた結果、起きてし

まった今回の問題を、市民はどのような目で見ているのでしょうか。 

 そこで、学校給食センター運営委員会について、運営のあり方について課題

はあるか、また、委員会は十分に機能しているか、お尋ねするものであります。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 平成 20 年度予算について 

 （ア）予算編成方針の基本的な考えと歳入面及び歳出面で考慮している点は



何か。また、税収の見込みは。 

 イ 徹底した情報公開の実施について 

 （ア）昨年の施政方針に示された「徹底した情報公開」と「市政の透明化」

の進捗状況は。 

 ウ コミュニティバスについて 

 （ア）導入について、市としての考えは。 

 エ ＷＨＯセーフコミュニティ認証の取得について 

 （ア）市としての考えは。 

 オ 再生紙の古紙配合率をめぐる偽装問題について 

 （ア）グリーン購入法に基づいた物品の購入に影響はないか。 

(2) 教育行政について 

 ア 学校給食におけるレトルト食品の使用状況について 

 （ア）中国製ギョーザ中毒事件にかかわる回収対象食品の使用による健康被

害の調査は十分に行われたか。 

 イ 学校給食センター運営委員会について 

 （ア）運営のあり方について、課題はあるか。また、委員会は十分に機能を

しているか。 

 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）ただいま佐藤知一議員から、平成 20 年度予算につい

て、予算編成方針の基本的な考えと歳入面及び歳出面で考慮している点は何か。

また、税収の見込みはとのお尋ねでございますが、予算編成方針の基本的な考



えといたしましては、平成 21 年度からスタートする新総合計画への橋渡しとな

るよう、あつぎ元気アップ戦略として３つの戦略を示し、特に環境対策、子育

て支援対策、中心市街地活性化対策を重点項目といたしました。 

 また、市民ニーズを踏まえた新たな事業の創出や拡大を図るとともに、事務

事業のゼロベースでの見直しやスクラップ・アンド・ビルドについて積極的に

取り組んだところでございます。 

 次に、歳入面において考慮した点でございますが、法人市民税の大幅な減収

が見込まれる中、個人市民税などについて見込み得る額を 大限捕捉するとと

もに、市民サービスに影響がないよう事業を遂行する上で、財政調整基金を活

用することや将来の負担増につながらない範囲内で市債を計上するなど必要な

財源の確保に努めました。 

 また、歳出面では、３つの重点項目とあわせ、市内各地区で開催いたしまし

た自治会長と市長とのまちづくりフリートーク、市長の移動談話室及び子育て

コミュニティトークにおいて多くのご意見やご要望を直接お聞きしたことなど

を踏まえて、市民生活に密着した諸事業を積極的に予算化したものでございま

す。 

 次に、平成 20 年度の税収の見込みにつきましては、特に大きな税制改正はご

ざいませんでしたが、税源移譲に伴う平成 20 年度分の影響額及び住宅等の新築

や増築などによる増額が見込まれます。しかしながら、一部企業の減益に伴い

法人市民税が大幅に減収することなどから、市税全体では前年度に比べ 2.4％の

減額になると見込んでおります。 

 次に、徹底した情報公開の実施について、昨年の施政方針に示された徹底し

た情報公開と市政の透明化の進捗状況はとのお尋ねでございますが、情報公開

につきましては、市長交際費や政策会議の結果を公開するとともに、市政情報



コーナーをリニューアルし、より利用しやすく、わかりやすい情報公開に努め

てまいりました。 

 また、市政の透明化につきましても、審議会等の委員に公募による市民を加

え、より多くの皆様が市政に参画していただけるよう取り組んでまいりました。 

 今後も、市民生活にかかわる手続等を定めた要綱や予算編成過程の公表など、

積極的な情報公開を通して、多くの市民の皆様にわかりやすく、信頼される市

政を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、コミュニティバスについて、導入について、市としての考えはとのお

尋ねでございますが、本市における公共交通は、路線バスが市民生活の利便性

を向上させる重要な役割を担っております。しかしながら、平成 14 年、乗り合

いバス事業の規制緩和により、不採算バス路線の廃止、再編などがなされた結

果、バス利用の困難な地域が生じてまいりました。 

 こうしたことから、今年度、厚木市公共交通に係る総合体系整備調査を実施

する中で、他市の事例や地域住民ニーズ、さらに利用需要が高いにもかかわら

ずバス路線を持たない地域などの把握、抽出を行っております。 

 今後、公共交通空白地域や不便地区の地域交通を支えるコミュニティバスの

導入について、平成 20 年度に公共交通事業者を初め道路管理者、バス利用者な

どから組織される（仮称）地域公共交通会議を設置し、需要予測、採算性など

の検証を行い、地域関係者の合意形成を得るなど段階的に取り組んでまいりま

す。 

 次に、ＷＨＯセーフコミュニティ認証の取得について、市としての考えはと

のお尋ねでございますが、私は平成 20 年度を市民協働元年と位置づけ、市民と

行政等が一体となって世界保健機関が認証するセーフコミュニティを取得し、

国内を初め世界に誇れる安心・安全都市を目指してまいりたいと考えておりま



す。 

 事故やけがは偶然の結果ではなく、予防できるという観点から、転倒や転落

によるけが、交通事故や犯罪など市民生活を脅かすすべての事象を対象として

予防対策に取り組むとともに、希薄化している地域のつながりを再生し、けが

の減少や医療費等の削減などの成果を生み出し、だれもがいつまでも健康で幸

せに暮らせるまちをつくってまいりたいと存じます。 

 次に、再生紙の古紙配合率をめぐる偽装問題について、グリーン購入法に基

づいた物品の購入に影響はないかとのお尋ねでございますが、全庁的に使用し

ている用紙や事務用品につきましては、グリーン購入法に基づき、価格や品質

だけでなく、環境に配慮した物品の購入に努めております。 

 再生紙につきましては、古紙配合率 100％のものを年間の単価契約で購入して

おりますが、今回の古紙配合率の偽装問題により、一部の商品が配合率 100％で

はないことが判明いたしました。このため、暫定的に３月までは、品質が 低

限確保できる配合率 70％の再生紙を代替品として使用してまいります。 

 なお、４月以降につきましては、配合率等の仕様の見直しを行い、環境に配

慮した物品の購入に努めてまいります。 

 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。 

 

◯関戸順一議長 教育長。 

 

◯平井 広教育長 （登壇）教育行政について、学校給食におけるレトルト食

品の使用状況について、中国製ギョーザ中毒事件にかかわる回収対象食品の使

用による健康被害の調査は十分に行われたかとのお尋ねでございますが、平成

20 年１月 30 日の中国製ギョーザ中毒事件の報道を受けて調査したところ、当該



食品と同じ工場で製造され、輸入業者が自主回収対象食品とした業務用ロール

キャベツを、同年１月 11日及び 18日の両日に南部学校給食センターで使用し、

小学校 10 校で 5247 食を提供いたしました。このことにつきまして、学校及び

保護者にお知らせをし、健康被害について学校に聞き取り調査を行ったところ、

幸いなことに児童及び教職員等の健康被害の報告はありませんでした。 

 また、この事件後、中国で製造された食品及び中国産を主原料とする加工食

品、中国産の食材の使用を中止しております。 

 次に、学校給食センター運営委員会について、運営のあり方について、課題

はあるか。また、委員会は十分に機能をしているかとのお尋ねでございますが、

学校給食センター運営委員会につきましては、厚木市の学校給食全般について

検討していただいておりますが、単独調理場の整備を推進している中で、施設

の運営や安全衛生の徹底の推進など新たな課題も生じてきていることから、平

成 20 年度早期に教育総務部内にプロジェクトチームを設置し、委員がかわる６

月を目途に、所掌事項の見直しやメンバー構成などについて検討してまいりま

す。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。通告の順を変えまして質問を

させていだたくことをご了承ください。 

 コミュニティバスについて、まず質問させていただきます。 

 本日も請願で出されまして委員会付託されたわけでございますが、1500 名を

超える方々の署名があって、中を見ると、ただ単純に生活の中での不便があっ

て、よろしくお願いします、欲しいですというようなイノセントな人々の声が

多数を占めているわけでございまして、私は基本的に、自分の中で折り合いが

ついて賛同できれば、市民からの請願要請はすべて受ける姿勢ではあるわけで



すけれども、図らずも今回、このメンバーは呉越同舟的な紹介議員となってし

まったわけでございます。今回の質問は特に地域を限ったわけではなくて、厚

木市内においてコミュニティバスについての質問とさせていただきたいと思っ

ています。 

 具体的に言うと、今地域というか、うちの母も毛利台の坂の真ん中にいて、

どれほど地元の方々が要望されているか、毎日バスを使っていますのでわかっ

ていて、市のほうとしても恐らくそういう認識があって、今回やろうとされて

いるわけでございますが、今回の質問はどちらかというと要望事項が強いもの

でございます。 

 例えば私も１期で、たしか一番 初の視察だと思うのですけれども、委員会

でコミュニティバスの視察をさせていただいたときに、長崎に行ったのです。

そちらでは、民間タクシー会社が既に保有されているワンボックスのタクシー

を借り受けて、システム全体の運営費用で入札をかけて、その入札の上限を決

めて、それに届かないようならその部分を公費負担という形で、当然売り上げ

が上がれば公費は負担しないというシステムで始めて、当然そういうふうにす

ると、必要と思う住民はなくなっては困るから積極的に利用して、タクシー会

社はもうかるし、市としても補助金を出さなくて済む。今では、私は確認して

いないですけれども、ホームページなどを見ると、そのワンボックスタクシー

を使用したものから大きなコミュニティバスになっている。つまり利用者がふ

えているということでございます。 

 住民の利用率が多くなれば、今言ったようにマイクロバスに変えてもよろし

いし、やり方はたくさんあると思うのですけれども、当然現場の方々はその導

入について、さまざまな条件というか、さまざまな選択を排除していないと思

うのです。漠然としているのですが、どのような形で導入していきたいのかと



いう確認をまずして、導入するかしないかも含めてまだこれからなのかもしれ

ませんが、検討していきたいのかということをまず質問させていただきます。 

 

◯宮台 功市政企画部長 コミュニティバスの導入に対する考え方ということ

でのお話ですが、コミュニティバスの関係につきましては、先ほど市長が登壇

の中で、平成 14 年に乗り合いバス事業が規制緩和によって撤廃をしたというこ

と。この撤廃をしたという部分は、いわゆる不採算であったというふうな廃止

をしてきた路線。市内でも実は 15 路線ぐらいがその対象になってしまったとい

う状況がございます。そういう背景に加えまして、特に高齢社会ということで、

いわゆる生活の足を支える移動手段として、このコミュニティバスの必要性と

いうものを、私どもとしては導入に向けて検討してまいることの理由といたし

ております。 

 特に今後この導入に当たりましては、どういう場所に路線としてルートを設

定していこうかということが一番大きな課題でございますし、また、どういう

需要がその中に見込まれるか。先ほどのように採算性の検証ということも非常

に大切な状況だろうと思います。 

 また、その需要という形の中には、やはりその地域にいらっしゃる皆様方の

利用に対する考え方、それらも十分に把握することが非常に大切だろうと考え

ています。そういう観点から、先ほどのように選定いたします運行ルートの関

係について、十分に状況を踏まえて精査をいたし、今後導入に向けての検討と

させていただきたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 数日前の神奈川新聞で、やはり真鶴町で、見出しは、

「地域の足運転士は職員」、「委託せず経費削減」というふうな形でやってお



りまして、さまざまな形があると思いますし、それぞれの自治体がそれぞれの

知恵を絞って行っているということもあると思います。 

 現実的なことはちょっと横に置いておくわけですけれども、私も市内の病院

などで、例えば人間ドックを受けたりするときに、駅とのシャトルバスが当然

あるわけですが、それ以外にも調べてみると、市内に非常に細かくワンボック

スカーで送迎して回っているのです。ルートを８つも５つも持っているところ

もあるわけです。現行で毎日こうやって運行しているところは当然運転士さん

がいて、病院も民間の業者ですから民間業者としてやっているわけでございま

すが、例えばそういうところと提携をして、市がバスを提供すれば運行はすべ

て向こうがやってくれるわけで、市としてはバス代だけと。人件費が一番高い

わけですからね。 

 これには当然さまざまな法令であるとか、関係団体の考えとかがあるわけで、

言うほど簡単ではないと思いますけれども、ひとつ検討していく中に入れてお

いていただきたいと考えております。 

 今回コミュニティバスについては、請願も出ておりますので、この質問は、

これで終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 次に、ＷＨＯセーフコミュニティ認証の取得について質問をさせていただき

ます。 

 私もこのＷＨＯセーフコミュニティ認証取得で、突然と言っては変なのです

けれども、いきなり出てきたような感じがしないでもなくて、まず第１の質問

で、厚木市がこれまで国連の活動に関心があったということは初耳なのですが、

これまでかかわってきた国連活動などがあったら教えていただきたいと思いま

す。 

 



◯宮台 功市政企画部長 具体的な国連に係る取り組みというのは、特にここ

のところございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 なぜこういう質問をしたかというと、この認証取得を

すると、ＷＨＯを中心とした国連の活動に対して協力しなければならないとい

うことがあるようでございます。日本語訳のほうでは余り強調されていなかっ

たのですけれども、英語訳を見るとそういうことがかなり書いてあるのです。 

 あしたなのですけれども、日本にある唯一のというか、幾つかできたのかな、

国連機関である国連大学、ＵＮＵにおいて、食の安全に関する国際ラウンドテ

ーブルというのが開催されるのです。前回はベルギーのブリュッセルで開催し

て、第３回目として今回東京で行われるそうでございます。朝９時から５時ま

で、昼食もみんなでとって、会議終了の５時以降はレセプションということで、

実は私もあした、朝から晩までこれに出席してこようと思うのですけれども、

海外での経験も長く、英語も堪能と言われている教育長が、例えば学校給食に

もかかわる仕事をされているわけで、こうした国連関係の催しにも積極的に出

ていただきたいとも思ったりして。 

 教育長はさておいて、厚木市には優秀な職員がたくさんいて、自分の休みと

給料を投じて全国の研修などに飛び回っているというのは研究者の中でも非常

に有名ですし、私もよく耳にして、とても鼻が高い状況でもあるわけでござい

ますが、例えばそうした個人ではなくて、市としてそうした会議に職員を積極

的に―市長として施政方針にもＷＨＯセーフコミュニティ認証を取得するのだ

ということが入っておりますので、こうした会議に職員を積極的に出席させる

考えはおありでしょうか。検討されていなければそれでも結構ですけれども。 

 



◯伊東一男総務部長 今のお話をお聞きしまして、今後検討させていただきた

いと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ＷＨＯセーフコミュニティ認証は、取得するためには

必ずしもそうした会議などへの出席とか協力というのは義務づけられているわ

けではありませんが、取得した後は、先ほど申したとおり、そうした活動に積

極的にかかわってくださいよという事項もあるように聞いておりますので、ぜ

ひともやっていただきたいと思います。 

 そもそも今回、セーフコミュニティ認証取得をされるということで、理由も

含めて市長が登壇で答弁されたわけでございますが、例えばちょっとこれにか

かわる質問ですけれども、イージス艦の事故があって、２名が行方不明となり、

連日テレビで報道されています。大臣の進退問題となっていて、人の生命は事

ほどさように非常に重いわけでございます。 

 過日、我が厚木市においても報道されました。厚木市立病院において、がん

の検査結果の行き違いがあって、結果の関連性の云々はないですけれども、人

の命がなくなって、市として保険を使って補償するというようなことがあった

わけです。この事件については、私も含めて余り追及することなく、直接的な

原因の解消、つまり判こを１つつくプロセスを入れることで問題に対応したと

認識しておりますけれども、本来なら市長の施政方針にもこうしたことをしっ

かりと入れていただいて、こうした事故は絶対に起こさないという決意を明確

にした上で、きちんと問題に取り組んだ上で、ＷＨＯセーフコミュニティ認証

取得について考えていくべきではないのかなと思ったりするわけです。 

 過日もこんなことがありました。市内の乳児健康診査を行う小児科のドクタ

ーが結核にかかって医院を休んで、起きたのはもう既に去年のことですけれど



も、市は契約の医療機関として現場にお知らせしたのが数日前なのです。その

とき、まずインターネットで告知して、要するにその医院もすべて閲覧できる

ようになっていたわけです。結核については県の保健所の管轄ですので、市と

してはその公表も含めてできないということかもしれませんけれども、例えば

８～９カ月児健康診査のお知らせは小林市長の名前で出ているわけですね。 

     （徳間和男議員退席） 

 ほかにも、後でまた取り上げますが、再生紙の古紙配合率をめぐる偽装問題

の対応でも、実際使っているけれども、実は違っていたけれどもお知らせして

いないみたいなことがあったりとか、中国製ギョーザ事件にかかわる回収商品

問題の際の市民への説明の履行は、私は十分ではないと思っています。ほかに

は、昨年から何度も続く職員や教職員の不祥事というものがあって、こうした

ことがある中でＷＨＯのセーフコミュニティ認証の取得は、一体何の意味があ

るのかと考えるわけです。 

 これについては、先ほど言いましたとおり、私なりに調べましたけれども、

日本においてはあした、亀岡市が日本初の認証取得となるわけです。来年は亀

岡市に続いて京都府と青森県、それに十和田市の３自治体が取得に動いていて、

恐らく厚木市も、きちんと予算をつけて取得に動けばきっととれるものだと私

も思っております。去年、2007 年で認証を取得した地域が 20 あって、そのうち

の半分以上が中国で、チリやバングラデシュなど途上国も多く目について、そ

れらが悪いとかいいではないけれども、ハードル的にはそうした自治体よりも

しっかりした厚木市ですので恐らく取れる。 

 しかし、本来は、そのＷＨＯセーフコミュニティ認証を取得することが目的

ではなくて、本当に安心安全な厚木市をつくり上げることが目標であることは

自明であるわけでございます。ＷＨＯのお墨つきであるセーフコミュニティ認



証の取得をすれば厚木市の治安もよくなって、医療事故もなくなって、不祥事

もなくなって、むしろそのために取得をするという考え方も一方ではあると思

うのです。しかしながら、私は全くそういうふうに思わなくて、厚木市はこれ

までも新しい行政手法を、ニュー・パブリック・マネジメントの手法をたくさ

ん取り入れてきました。行政評価システムしかり、また必要か否か悩むものを

20 個ぐらい集めて行ったと言われている事業仕分けもありましたし、今回は自

治基本条例の制定を目指すと言われています。すべてが無駄だとは言いません

けれども、そういう諸問題を解決して足元を固めた上で、きちんと国連にも貢

献をして、市民の信頼を受けるに足る自治体として、私は正々堂々と認証を受

ける準備をした上で受けるべきだと思いますが、この辺についてはいかがでし

ょうか。 

     （徳間和男議員復席） 

 

◯小菅和夫安心安全部長 実は、この発端につきましては、もう既に議員はご

承知のとおりだと思いますが、厚木市における犯罪の件数が極端によくなって

きているという中で、このセーフコミュニティといいますのは、先ほど市長が

答弁で申し上げましたけれども、けがとか事故、あるいは犯罪、そういうすべ

てのものを対象とし予防対策をしていくということでございます。 

 特にこの予防対策につきましては、行政だけでは当然できるものではござい

ませんし、関係団体、あるいは地域の住民の方々が、いろいろな過去に起きた

事象に対して、どういう形で起きてきたのかとか、そういうものを分析するこ

とによって、予防対策にすべての方が取り組んでいく。そういうことが考えの

中にございまして、やはり安心安全という部分では総括的に進めていくことが、



市民の皆様にとってよりよい健康な社会生活が送れるという形で、今回取り組

ませていただくということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 私としてもまだ十分に認識というか、感覚がよくわか

らないものですから、ぜひよろしくお願いしますと言うほかないのですけれど

も、世界的機関のＷＨＯからセーフコミュニティのお墨つきをいただきました

と広く市民に周知した後で、去年とか、いろいろ細かい不祥事が起きたとした

ら本当に目も当てられないものですから、ぜひとも並行してそういうこと―も

しかしたらセーフコミュニティを取ることがそうしたことの対策になるのだと

思うのですけれども、ぜひともよろしくお願いしたいと思っております。要望

にとどめます。 

 時間もないので次の質問に移ります。次に、再生紙の古紙配合率をめぐる偽

装問題について質問させていただきます。 

 市で使用している大小の封筒ですけれども、これには再生紙 70％使用と書い

てありますが、これについて担当部長から何かご意見があればよろしくお願い

いたします。 

 

◯伊東一男総務部長 古紙配合率の偽装の問題で、私どもも庁内で調査をいた

しました。その結果、一般的にコピー用紙等で使っている再生紙につきまして

は、古紙配合率 100％と記載してございますが、現実的には 70％以下という状

況でございます。また、封筒につきましては、古紙配合率の表示は 70％となっ

てございますけれども、実際 40％以下であることが判明してございます。 

 今後、発注する封筒につきましては、その表示を差し控えてまいりますけれ

ども、現在庁内には約 10 万枚ほど在庫がございます。これにつきましては、環



境への配慮の趣旨から、紙という資源の有効活用を図るため、廃棄をせずその

まま使用させていただきたいと考えてございます。 

 しかしながら、これについて市民の皆様には、訂正されない形で通知が行く

ことになります。また一部には広告つきのものがございますので、その信用性

の問題もありますことから、市のホームページで市民の皆様には十分な周知を

してまいりたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 これまでは周知をしないでずっと使い続けていたとい

うことであります。私は恐らくそうかなとは思っていたのですけれども、伊東

総務部長からも先日伺いまして、例えば横浜市長がみずから名刺に記してある

再生紙比率の間違いを正す作業をしているみたいなことをラジオでおっしゃっ

ていたという話を聞きました。例えばシールを張って訂正をしていくという作

業を市長みずからするというのも１つのメッセージだと思います。ただ、私は、

今言ったように、例えば周知を別なルートで、ホームページなどを使って周知

をした上で、何もしないでそのまま使い続けることでもいいと思っております。

なぜならば、市役所の職員の給料は、年間 2000 時間働いたとして、時給にして

およそ 6000 円、10 分間で 1000 円の給料。平均というか大づかみの数字ですけ

れども、税金から払っているわけです。この封筒にシールをつけるとなると、

またそのシールも作成してお金を使わなければいけないので、かかるお金は相

当なものになるわけです。 

 先ほど言った横浜市長のように一枚一枚訂正をしていくというのも、それは

それで市民や職員や業者に対して強烈なメッセージ性を持っていくわけでござ

いますが、今申し上げましたとおり、理由をきちんと説明してあえて行わない、

そのかわり浮いたお金は市民のために無駄なく使うと表明して実行していくこ



とも、また強いメッセージとなっていくのではないかと思っております。 

 今も総務部長から、これからはホームページできちんと表明をして対応する

ということでありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 次に、教育行政について質問させていただきます。 

 これに対しては、非常にびっくりしたわけでございますが、朝から晩まで厚

木市で給食に使っていたというのがニュースなどで報道されていて、私はホー

ムページをチェックしたのです。そうしたら、記者会見の資料については提示

されていたのですけれども、教育委員会のほうから何も書いていないのです。

先ほど言ったプレスにオープンにした資料のほうにも学校の校名までは書いて

いない。 

 市長はこれまで一貫して、情報公開について非常に強く要望されていたわけ

ですけれども、そうした思いにのっとれば、もっと積極的に公表してもよろし

かったのではないかと思いますが、このあたりについていかがでしょうか。 

 

◯落合 昇教育総務部長 今の関係で、記者会見に提供した資料をホームペー

ジには出させていただきました。これにつきましては、ホームページを見る方

が、トピックスとかそういうところでいち早く見られるところに載っていなか

ったという反省はしております。本資料の問い合わせ先ということで、厚木市

教育委員会教育総務部保健給食課という名前は載せさせていただいております。 

 それと、学校名はその中に入れてございませんけれども、小学校 10 校と合計

の 5247 食も載せさせていただいております。 

 あと、そういう点で、これからホームページの関係につきましては、関係部

署と連携をとりながら、見た方がより早く見られるようなホームページを考え

ていきたいとも思っておりますし、情報公開につきましては、２月１日ですか、



各保護者や学校等々には、こういうものを使っておりますという通知も出して

ありますので、情報公開がおくれているという考えはございません。ただ、ホ

ームページのあり方については研究してみたいと思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 これは当日いただいた議員に対する資料で、これには

対象校が載っていたのです。 

 かなり前から情報公開のあり方そのものもまた変わってきていると思うので

すけれども、積極的に悪いことにおいても公表していくことが信頼を得るため

には必要であるというのが世間一般では通常となってきていて、これまでのや

り方では通用しないというか、なかなか現場対応が難しいのかなという思いも

ありますが、その辺は情報公開の一環として積極的にやっていただきたいと思

っております。 

 例えば今回の小学校、中学校の給食で使われていた問題というのは、小学校、

中学校の生徒・児童を抱える親御さんのみならず、非常に厚木市民として関心

のあることで、実際に市のホームページにアクセスしたけれども何も載ってい

ませんねというような声もいただいておりますので、ぜひともそういった対応

をしていただきたいと思っております。 

 次に、市政一般について質問させていただきます。 

 ２月 15 日の神奈川新聞には、「厚木市予算案一般会計 1.3％減」と見出しが

あって、小見出しには「生活重視も新味欠ける」とありました。非常に遺憾な

ことでありますが、こうした新鮮味に欠ける予算であるよというように書かれ

た評価に対して、市としての見解はいかがなものでしょうか。 

 



◯下嶋和美財務部長 その辺の見方というかとらえ方、これはいろいろ市民の

方も含めて思いがあられるかとは思います。ただ、予算をまとめた市といたし

ましては、今までと違ったゼロベースでの見直し、実際にはこういうものを徹

底して行いました。ここでは 44 の事業を減額させていただきまして、13 の事業

については増額をしている。さらに 46 の事業についてスクラップした、こうい

う取り組みをいたしました。これらの事業費を新規事業に充当したという作業

をしました。 

 今のお話の中で、新鮮味といいましょうか、新たな取り組みという観点で申

し上げますと、将来にわたるまちづくりを進めるために、自治基本条例の制定

に向けた取り組みとか、今議論がございましたセーフコミュニティの認証へ向

けた取り組み、それから例えば厚木商業発祥の地であります東町、天王町、こ

れらの地区の街なみの整備とか、それから中心市街地におきましては、にぎわ

いの復活のためのにぎわい爆発あつぎ大道芸の開催、こういうものにも取り組

んでおります。 

 それからさらに、あつぎにぎわい処を拠点といたしまして、大学生などを中

心に共同作業ということで、年 20 回程度のいろいろなイベントを組む。こうい

う形でにぎわいを取り戻そうと。あるいはごみの資源化、廃プラスチック、こ

れらに新たに取り組んでいこうと計上させていただいております。 

 それと含めまして、市民対話などといった要望事項を反映した事業として 45

の事業、こういう積極的な取り組みを進めたという状況でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ぜひそうしたプレスなど報道機関に対しての積極的な

情報公開というか、売り込みというのも、市としてこれからなければならない

姿勢と思っております。新聞を読んだ市民は当然それをそのまま受け取るわけ



でございますので、よろしくお願いいたします。具体的ではないけれども、ぜ

ひ厚木市を大爆発させていただきたいと思っております。 

 時間も残りがありませんけれども、情報公開について、情報公開のあり方は

昔とは大きく変わりました。要綱の公開とか、そうした会議の内容を公開、も

しくは民間公募を取り入れたりすると情報公開度ランキングは上がるわけです

けれども、この一般質問を通じて私が述べてきたものは、これまでのそうした

ランキングなどには反映されないものです。しっかりとした情報公開は、市長

の３本柱のうちの１つですので、その共通認識の上でやっていただきたいと思

っております。 

 以上をもって私の一般質問を終わりにしたいと思います。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 45 分  休憩 

     （徳間和男議員退席） 

   ──────────────

 

 

 

 

 

 

 

※ 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。 

 


