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令和３年第４回定例会（第4日12月7日） 

 

〔質問〕沖本 

議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行ってまいります。 

 それではまず、大項目の１、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けた取組について、佐

藤市長に伺ってまいります。 

 地方自治体の市長としても、国の動向のみならず、やはり世界の動向も注視しながら10年先、50年

先の座間市のあるべき姿を見据えた市政運営のかじ取りをしていただかなければなりません。つまり

大局観の必要性が求められることとなります。失礼しました。今回のカーボンニュートラル、脱炭素

社会の実現に向けた取組の質問も、そうした観点から佐藤市長の大局観と座間市の取組について伺う

ものであります。 

 それでは、小項目（１）ＩＰＣＣ第六次評価報告書について伺います。 

 今年８月９日、気候変動に関する政府間パネルＩＰＣＣ第六次評価報告書が公表されました。前回

報告書から約８年ぶりの地球温暖化に関する最新知見の公表であり、地球温暖化の現状や見通し等が

更新されました。カーボンニュートラル、脱炭素社会に向けた取組の前提となる知識として重要にな

ります。 

 ＩＰＣＣは人為起源による気候変動、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済

的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988年に世界気象機関と国連環境計画により設

立された組織です。ＩＰＣＣには、各国政府を通じて推薦された科学者が参加して、５年から６年ご

とにその間の気候変動に関する科学研究から得られた最新の知見を評価し、評価報告書にまとめて公

表されます。報告書は気候変動に関する国際連合枠組条約をはじめとする地球温暖化に対する国際的

な取組に科学的根拠を与えるものとして、極めて重要な役割を果たします。 

 第六次評価報告書のポイントとして三つ上げられます。 

 一つ目は地球温暖化の現状、第五次評価報告書では人間による影響が20世紀半ば以降に観測された

温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い（95％以上）という表現でしたが、今回は人間の

影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないと、初めて断定的な表現が用

いられました。 

 二つ目は温暖化の将来の見通しに向こう数十年間にＣＯ２及びその他の温室効果ガスの排出が大幅

に減少しない限り、21世紀中に地球温暖化は1.5度Ｃ及び２度Ｃを超えるとされました。 

 三つ目は地球温暖化が進むとどのような影響があるか。今回の報告書では地球温暖化が既に熱波、

豪雨、熱帯低気圧（台風）などの極端気象の発生に影響を及ぼしていることが示されています。また、

イベント・アトリビューション研究ｲﾁなど、これまでの研究の進展、科学的知見の蓄積によって、そ

れが高い確信度で人間活動の影響であることが、今回の報告書では新たに述べられています。加えて、

さらに地球温暖化が進むごとに、熱波、豪雨などの極端な現象の強度と頻度が増加しているとしてい

ます。また、海面水温や海面水位の上昇などはゼロミッションを達成しても、直ちに止まるわけでは

ないことも報告書には明記されています。 

 まずは、今回のＩＰＣＣ第六次評価報告書の内容について、佐藤市長の所見を伺います。 

 次に、小項目（２）国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（ＣＯＰ26）について伺います。 

 10月31日から11月12日の予定で、イギリスの都市グラスゴーにて国連気候変動枠組条約第26回締約

国会議、いわゆるＣＯＰ26が開催されました。前述の評価報告書も、議論の科学的根拠として活用さ



-2- 

れることになっており、各国がこの評価報告書の内容を受けて、どのような具体的な取組と野心的な

目標を提示するかが注目されていました。会議は13日夜、日本時間14日の早朝まで延長され、石炭火

力発電の削減を各国に呼びかける文言を盛り込んだ成果文書、グラスゴー気候合意を採択し、閉幕し

ました。 

 世界の気温上昇を1.5度に抑える努力の追求も明記され、地球温暖化対策の国際合意、パリ協定の

運用ルールのうち、積み残されていた温室効果ガス削減量の国際取引の指針もまとめられました。 

 焦点の一つだった石炭火力発電に関する部分は、当初案では廃止としていましたが、採択の直前に

中国とインドが反発し、削減に置き変えられたりもしました。様々な切り口で報道されていましたが、

まずは今回の国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（ＣＯＰ26）に対する佐藤市長の所見をお示し

ください。 

 次に、今回の会議では、イギリスやカナダ、スウェーデンなど、24か国が2040年までに全世界でガ

ソリン車やハイブリッド車の販売をやめ、電気自動車、これ以降ＥＶと略称させていただきますが、

ＥＶなど温室効果ガスを出さない車に移行することで合意しました。 

 一方、自動車が基幹産業である日本、アメリカ、中国、ドイツなどが国としての署名を見送ってい

ます。ただ、ゼネラルモーターズやフォード、メルセデス・ベンツなどがメーカーとしての合意に加

わり、足並みがそろわない状態での出発となっています。 

 日本政府は2035年までに新車販売をハイブリッド車も含む電動車に展開する目標を掲げており、欧

州のいうとおりに方針を決めることは危険であり、日本独自の技術革新を制限しかねないと訴えてい

ます。まずは、こうした2040年までにＥＶなど温室効果ガスを出さない車に移行することに対する、

日本政府の考え方について、佐藤市長の所見を伺います。 

 次に、小項目３、本市の取組について伺います。 

 本市議会においても、これまでカーボンニュートラルや脱炭素、ＣＯ２地球温暖化防止などをキー

ワードにした環境問題に係る一般質問をはじめとした議論が前任者により行われています。今議会に

おいても、一般質問の初日、12月３日に登壇された長瀨議員が、ゼロカーボンシティ（自治体におけ

る二酸化炭素排出実質ゼロ）について、取り上げられています。私の質問と重複する内容もありまし

たので、その部分については割愛をさせていただきますので、ご承知をお願いします。 

 さて、カーボンニュートラルという形容詞は、15年前、2006年の一般質問で、上沢本尚議員が廃食

用油のバイオディーゼル燃料化事業に係る質問の中で、「カーボンニュートラルとは地球温暖化を悪

化させるＣＯ２排出量ゼロを意味します」と用いられています。近年では2020年10月、当時の菅義偉

首相が、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュー

トラル脱炭素社会の実現を目指すことを宣言され、それ以降、よく耳にする言葉となりました。 

 地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村はその区域の自然的、社会的条件に

応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するよう

に努めるものとするとされています。こうした制度も踏まえつつ、昨今、前任者の長瀨議員からも紹

介された脱炭素社会へ向けて、2050年、二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明する地方公

共団体、ゼロカーボンシティが増えています。 

 ゼロカーボンシティの表明方法として、以下の例が挙げられています。定例記者会見やイベント等

において、2050年ＣＯ２（二酸化炭素）実質排出ゼロを目指すことを市長が表明、同じく議会で市長

が表明、同じく報道機関へのプレスリリースで目指すことを市長が表明、同じく各地方自治体ホーム

ページで目指すことを表明、こうして表明された地方公共団体としては、当初は東京都、山梨県、京
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都市、横浜市のみとなっていましたが、その後、急速に拡大し、最新情報の今年11月30日の時点で40

都道府県、295市、14特別区、119町、24村、計492の自治体が表明しています。近隣自治体としては

相模原市、藤沢市、厚木市、伊勢原市、秦野市、寒川町などが既に表明をされています。 

 環境省によるゼロカーボンシティの実現に向けた支援策としては、ゼロカーボンシティ再エネ強化

支援パッケージとして、2020年度予算三次補正では200億円、2021年度予算では204億円が計上され、

以下の六つの支援策が上げられています。 

 一つ、ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業、二つ、再エネ最大限の

導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業、３、

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業、四つ目として、地域リジリエンス脱炭素化を

同時実現する避難施設等への自立、分散型エネルギー、設備等導入推進事業、五つ目としてＴＰＡ活

用など、再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化リジリエンス強化促進事業、６、浮体式洋上

風力発電による地域の脱炭素ビジネス促進事業、また、2022年には脱炭素先行地域等に取り組む地方

公共団体等を継続的に支援することとし、脱炭素以降、再エネ推進交付金として200億円の概算要求

を行い、以下の３点を上げています。 

 一つとして、脱炭素先行地域では、民生部門の電力消費に伴うＣＯ２排出実質ゼロ等を2030年度ま

でに実現、二つ目として、脱炭素先行地域での目標達成に向けた再エネ等設備、基盤インフラ設備

（蓄電池、自営線等）導入等を支援、三つ目として、全国で取り組むべき重点対策（自家消費型太陽

光発電等）に先進的に取り組む地方公共団体等も支援。 

 佐藤市長は、令和２年第４回定例会の所信表明の中で、脱炭素社会の実現を課題の一つとして上げ

られ、「課題解決に当たっては市民、団体、企業など皆様のご協力が不可欠であり、共に歩み、共に

つくる社会を構築するために、現在の社会情勢を反映させた、次期第五次総合計画を策定し、行政と

市民の皆様との意識の共有化を図っていきたいと考えております」と述べられております。本市には

脱炭素革命をリードする株式会社エンビジョンＡＥＳＣジャパンやカーボンニュートラルを推進する

日産自動車の座間事業所などが所在しています。佐藤市長がおっしゃる共創の考えの下、行政とこう

した企業などとの連携により、取組のさらなる推進を期待するものであります。 

 さきに述べた国の支援や共創の考え、こうしたことを踏まえた上で、佐藤市長に伺います。 

 所信表明でもおっしゃっている脱炭素社会の実現に向けて、市民、団体、企業などへの協力として

は、何をどのように求めていくおつもりなのか、見解を伺います。 

 また、この後、質問する市長の政治姿勢（２）第五次座間市総合計画のところについてでも伺うこ

とにしておりますが、総合計画策定に当たり、11月４日から19日の間で開催された分野別団体懇談会

や地区別懇談会などで配付された資料には、これからの座間市についての中の第２節、社会情勢に、

５、脱炭素社会について触れられています。こうしたことから、第五次座間市総合計画には、2050年

カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を見据えた何かしらの取組を盛り込まれようとお考えなのか、

あるいは次期座間市環境基本計画に盛り込まれようとお考えなのか明らかにしていただくように求め、

そして、本市としてはゼロカーボンシティの表明をお考えにならないのか伺いますと質問をしようと

しておりましたが、前任者、長瀨議員の質問に対する答弁、佐藤市長からは、「実効性のある次期座

間市環境基本計画を策定するためには、ゼロカーボンシティを表明し、その意思を計画に反映してい

くことが必要であると考えております」との見解が示され、さらには、「表明の時期ですが、次期環

境基本計画の策定過程におきまして、ゼロカーボンシティ実現するための具体的な施策等が整い次第、

表明をしたいと考えております」との見解も示されています。 
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 私からは、こうした答弁を踏まえ、残された部分としてお聞きをするものですが、第五次座間市総

合計画には、2050年、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に特化した施策などを明記されよう

とお考えなのか、答弁をお聞きする限りでは、次期座間市環境基本計画の中で、何らかの施策が整い、

ゼロカーボンシティ宣言をされた上で、第五次座間市総合計画あるいは実施計画の中に施策項目を追

加されるのではないかと考えられますが、いかがでしょうか。次期座間市環境基本計画と第五次座間

市総合計画の整合性について見解を求めます。 

 次に、大項目の２、市長の政治姿勢について。 

 小項目（１）基地政策について。第２回、第３回定例会の一般質問の引き続き、佐藤市長の基本的

な考えを伺います。 

 まず、第３回定例会における私の一般質問と佐藤市長の答弁を振り返り、改めて質問をさせていた

だきます。第３回定例会の私の再質問では、佐藤市長からいただい答弁を基に、日米安全保障条約に

おけるメリット、デメリットをどのように考えているのか。令和３年度版の防衛白書における、冒頭

の岸防衛大臣の言葉を引用され、ご自身のお考えを述べられていないと感じたのですが、いかがでし

ょうか。ぜひ自分の考えをお示しいただきたいと正しました。また、日米地位協定に関しては、佐藤

市長が改定、改善が必要だと思われることはどのようなことなのでしょうか、こちらについても、ぜ

ひご自身のお考えを示していただきたいと正しました。 

 そして、これら第３回定例会における基地政策についての質問の目的を、地域に在日米軍基地が所

在する自治体の市長として、日本の国益にも影響を及ぼす直近の国際情勢や、今もって人と人とが争

い、傷つき、命を落とす、こうしたリアル、現状というものをどういうふうに受け止めておられるの

か、そして、今現在における日本の国防をどのように認識され、佐藤市長はどのような基本的な考え

をお持ちなのかという観点で伺いますという旨を申し添えました。さらに、佐藤市長の基本的な考え

は、本市の基地政策に進めるに当たり、大きく影響するものだと思っています。特に防衛省、南関東

防衛局、陸上自衛隊座間駐屯地、キャンプ座間第１軍団、在日米陸軍司令部、在日米軍基地管理本部

など、こうした関係機関からは、佐藤市長はどのような方なのか、どのような思想、信念をお持ちな

のか、１年を経過しようとしていますが、そうした意味で注目されていると思います。それは、この

議会の中での発信も注目されていますし、ご自身のホームページやＳＮＳで発信されている政策やコ

メントも注目されていると思います。そうした意味でも、佐藤市長ご自身の偽りのない思想、信念を

正しく、そして、広く示されることを望むものです。本市の基地政策を進めるに当たっては、市長と

この関係機関の相互理解の下、信頼関係を築くことが大変重要になってくると、私の考えを述べた上

で、佐藤市長の見解を伺っておきますと申し添えました。 

 そして、前述の再質問に対する佐藤市長の答弁は、「私としましては、日米同盟に関しましては、

地域の平和と安全を守るために必要な同盟であると考えております、また、日米地位協定の関係で、

本市といたしましても改善について国にも求めているところでございますが、事例として申し上げる

ならば、米軍や軍属の方々による犯罪及び迷惑行為などの発生に対しましての対応などが、その一例

として、課題として挙げられると考えています」というものでした。残念ながら、私的には質問に対

する答弁としての合点がまいりませんので、改めて伺います。日米安全保障条約におけるメリット、

デメリットをどのように考えているのか、佐藤市長ご自身の考えをお示しください。 

 また、日米地域協定に関して、改定、改善が必要だと思われる事例として、米軍や軍属の方々によ

る犯罪及び迷惑行為などの発生に対する対応などとおっしゃっていますが、事例に係る対応として、

どのような改定、改善が必要だと考えられているのか、佐藤市長の具体的な考えをお示しください。 
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 そして、改めて伺います。佐藤市長の基地政策に係るご自身の偽りのない思想、信念を正しく、そ

して、広く示されること、それは本市が基地政策を進めるに当たって、佐藤市長と関係機関との相互

理解の下で信頼関係を築く上で大変重要になってまいります。佐藤市長の一言一行が注目されるもの

と私は考えますが、佐藤市長の見解を伺います。 

 さらには、今後、基地政策に係る令和４年度国の施策、制度、予算に関する要望についてはどのよ

うに考えておられるのかお示しください。 

 次に、小項目（２）第五次座間市総合計画について、基地政策についてと同様に、第３回定例会に

おける私の一般質問と佐藤市長の答弁を振り返り、改めて質問をさせていただきます。 

 第３回定例会の私の再質問では、佐藤市長の１回目の答弁を基に、若手職員との意見交換の目的に

対する成果について、総合計画に取り入れられるような若い職員の方々の視点や発想が得られたのか、

見解を伺いました。この再質問に対し、佐藤市長の答弁は「若手職員の意見交換会でありますけれど

も、大変率直なご意見をいただいております、そのご意見等は大変参考になるものであったと考えて

おります、そういったまだに入庁して間もない職員の皆さんの意見も含めながら、今後のまたそうい

った方たちが座間市の中心的に働く世代となる10年後、20年後というスパンまで見ますと、そういっ

た方たちが中心となって働くことも含めてご意見を受け止め、今後の市政運営に生かしていきたいと

考えております」というものでした。こちらについては、もう少し深掘りをいたしたく、改めて伺い

ます。 

 若手職員との意見交換の目的に対する成果について、総合計画に取り入れられるような若い職員の

方々の視点や発想が得られたのであれば、どのような視点、発想が得られたのか、具体的にお示しい

ただき、見解を伺います。 

 また、各部局室の係長以上との面談についても同様です。目的に対する成果について、どういった

発想、市政運営の参考になるようなことが得られたのか、再質問で伺いました。これに対し、佐藤市

長からは、「職員にどのような技術や経験があるか、職員がどのような考えで日々業務に取り組んで

いるか、どのような業務でやりがいを感じたのか、また、今後どのような業務に関わりたいのかなど、

職員のそれぞれの方々の考えややりがいなどを聞くことができ、今後も職員の皆さんの声を聞きなが

ら施策に反映してまいりたいと考えております」という答弁でした。こちらについても、もう少し深

掘りをいたしたく、改めて伺います。 

 各部局室の係長以上との面談の目的に対する成果について、今後の市政運営の参考になるようなこ

とが得られたのであれば、その内容を具体的にお示しいただき見解を伺います。 

 第五次座間市総合計画についての最後に、総合計画策定における考え方やまちづくりのテーマに関

する意見交換を行うため、11月４日、８日、９日に分野別団体懇談会、12日から18日かけて、市内５

か所で地区別懇談会が開催され、また、19日にはＺｏｏｍによるオンライン懇談会が行われました。

さらに17日から23日かけて、イオンモール座間特設会場にて、ポスターセッションが実施されました。

また、今月１日より、動画配信による意見募集も行っておられます。動画配信による意見募集は通告

後のことなので答弁は結構ですが、その他、一連の取組の総括を佐藤市長に伺います。 

 次に、小項目（３）市長の選挙公約、現政策・施策について。こちらも同様に第３回定例会におけ

る私の一般質問と佐藤市長の答弁を振り返り、改めて質問をさせていただきます。 

 市長の選挙公約、現政策・施策については、三つの項目を質問しました。一つ目は事業に係る費用

の概算、財源、計画、さらには手法、進め方を各部局室長あるいは課長含めた職員に説明、明示され

ているのかといった質問をしました。二つ目は選挙公約であり、現政策・施策の29項目については、
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佐藤市長は各部局室長と担当と共有していると表現されていますが、一体、何を共有されているのか

詳細をお示しくださいという質問、三つ目は市長選挙前、佐藤市長は市職員数や財源確保の課題を認

識されないで、29項目の選挙公約を掲げられたのか、認識された上でトップダウンで実行すると考え

を掲げられたのか、明らかにしていただきたいという質問をしました。 

 この三つの質問に対する答弁を基に、私は以下の再質問を行いました。一つ目の質問に対して、佐

藤市長から「明確に職員に明示できたとは言い難い」という答弁がありました。この答弁に私の再質

問としては、この際、しっかりと佐藤市長の考えを書面にでもまとめていただき、職員皆さんに説明、

明示していただくよう求め、佐藤市長の見解を伺いました。二つ目の質問に対して、佐藤市長から

「職員とは選挙公約、それ自体やその現状、課題等については共通認識を持てているものだと認識を

しておりますが、実現可能性を共有している段階までには至っていないものと捉えております」との

答弁がありました。この答弁に私の再質問としては、「では、いつになったら実現の可能性を共有で

きる段階になるのでしょうか」と正しました。三つ目の質問に対して、佐藤市長からは「職員数の実

態、財政状況についてはある程度理解はしていたが、就任後、より詳細な実態というのを把握した」

という答弁でした。この答弁に私の再質問としては、「市長選挙前に職員数の実態、財政状況は厳し

いと理解されながら、29項目もある選挙公約を上げられて、全て実現可能だとそのとき考えられたの

でしょうか」と伺いました。こうした再質問に対し、佐藤市長の答弁は「公約実現についてでありま

すが、これは先ほども答弁をさせていただきましたが、実施計画、予算でお示しをしてまいりたいと

考えております、また、公約の実現の可能性については、私としては時間がかかるかもしれませんが、

公約を実現するために市長に立候補させていただきました」というものでした。 

 以上のように、三つの再質問の内容を丸められて答弁をされたと思いますが、改めて三つの再質問

の内容をそれぞれお酌み取りいただき、一つずつ明確な答弁を求めます。 

 次に、小項目（４）憲法改正について、佐藤市長の憲法観について伺います。 

 まずは、端的に伺います。佐藤市長の日本国憲法に対する所管をお聞きしたいと思います。 

 次に、さきの衆議院選挙の結果、自民党が追加公認を含めて261議席を獲得し、公明党の32議席を

含めた与党は293議席となり、国会運営を主導できる絶対安定数を上回りました。また、日本維新の

会が公示前の11議席から41議席に大躍進し、国民民主党も公示前の８議席を上回る11議席を確保、改

憲勢力とされる４党で345議席となり、憲法改正の国会発議に必要な３分の２の議席を超えました。

岸田文雄首相は11月10日の記者会見で、このことを踏まえ、改憲に向けた体制拡充を党に指示したこ

とを明らかにしました。首相は、今回の総選挙の結果を踏まえ、党是である憲法改正を進めるため、

党内の体制を強化すると表明、国民的議論のさらなる喚起と国会における精力的な議論を進めると語

ったと報じられています。昨日の岸田首相の所信表明でも、「我々国会議員には憲法の在り方に真剣

に向き合う責務がある」として、与野党の枠を超えた国会議論に期待感を示されたそうです。 

 こうした現状も踏まえ、佐藤市長の憲法改正に対する見解を伺います。 

 次に、小項目（５）令和４年度予算編成について端的に伺います。佐藤市長として２回目となる予

算編成における方針について、明らかにしていただくよう求め、１回目の質問とします。（拍手） 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員よりいただきました質問に対しまして、答弁をさせていただきます。 

 まず、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けた取組についてお答えをしてまいります。 

 ＩＰＣＣ第六次評価報告書の内容について見解を求められましたので、答弁させていただきたいと
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存じます。ご存じのとおり、ＩＰＣＣは1988年に国連環境計画と世界気象機関によって設立され、気

候変化、影響、適応及び緩和方策について科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を

行うことを目的とした組織でございます。そのような組織が、今回の第六次評価報告書で人間の活動

が温暖化の要因であると断言したことについて、地球温暖化対策のための施策実行が喫緊のものであ

り、具体策を持って取組を進めていかなければならないと強く認識をさせていただきました。 

 この報告書の中では、リスク評価と地域適用のための気候情報として、もし地球が1.5度温暖化し

た場合、アフリカとアジアのほとんどの地域で大雨とそれに伴う洪水が激化し、また、より頻繁に発

生することは高確度であると示されており、近年、日本各地で毎年のように発生している激甚災害が

今以上に増加する確率が高まっていることに対し、強い危機感を覚えております。災害対策という側

面からも、この報告書の内容を重く受け止め、市の施策として地球温暖化対策をこれまで以上に強化

をしていかなければならないと認識をしております。 

 次に、気候変動枠組条約第26回締約国会議、ＣＯＰ26に対する見解を答弁させていただきます。 

 ＣＯＰ26では、パリ協定で掲げられていた産業革命前と比べた世界の平均気温上昇を２度未満、で

きれば1.5度に抑えるという目標に変わり、1.5度に抑える目標として実現するため、努力を追求する

というより厳しい目標が明記されることとなりました。 

 また、石炭火力発電について、段階的な削減という表現で削減方針が掲げられました。石炭火力発

電の扱いをめぐっては、先進国と新興国の間で交渉が難航いたしましたが、2019年の時点で、我が国

での石炭火力発電の割合は約32％であり、エネルギー比率としてはＬＮＧ、液化天然ガスに次ぐ高い

比率となっております。 

 温室効果ガス排出量を削減し、地球の平均気温上昇を1.5度に抑えるためには、脱石炭火力発電を

移行しなければならないことが世界の流れであると認識をしております。本市では、低炭素社会の実

現に向けての取組はこれまで行っておりましたが、脱炭素というところではまだ形として見せられて

おりません。脱炭素につながる方策の一つとして、ごみの減量のために回収した剪定枝を処理してい

る企業が、チップ化によりバイオマス燃料として利用しているという事例がございますが、本市でで

きる脱炭素社会につながる取組について、できることから推進をしてまいりたいと考えております。 

 次に、2040年までにＥＶなど温室効果ガスを出さない車に移行することに対する日本政府の考え方

について、答弁をさせていただきたいと存じます。 

 ＣＯＰ26において、2040年までに新車をゼロエミッション化する声明に対し、日本は署名をいたし

ませんでした。自動車の電動化について、萩生田経済産業大臣は、「特定の技術に限定することなく、

多様な選択肢を追求し、イノベーションを促進させることが重要である」と発言し、こうした観点か

ら、2035年までに乗用車新車販売で電動車100％という目標を掲げ、その実現に向けた包括的な施策

を講じていくという方針を示されました。 

 これは、政府の策定したグリーン成長戦略の2021年の６月に改訂版で、2035年までに乗用車新車販

売で電動車100％と示されたことに言及した内容でしたが、ＥＶなどのゼロエミッション自動車の移

行に向けて、政府が段階的、包括的に計画しているものであると認識をしております。 

 市制施行50周年記念誌の発行に当たりまして、本市とつながりの深い日産自動車株式会社の執行役

副社長である星野朝子氏と対談を行いましたが、日産自動車株式会社では、ＣＯ２排出ゼロの電気自

動車を活用し、ゼロエミッション社会の実現を目指した活動を、日本電動化アクション「ブルー・ス

イッチ」と命名し、脱炭素化のための取組を積極的に行っていらっしゃいます。本市といたしまして

は、このような地域事業者の技術を生かし、官民連携で持続可能な社会づくりのための協力体制を築
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いてまいりたいと考えております。 

 最後に、本市の取組について答弁をさせていただきたいと存じます。 

 現在、次期座間市環境基本計画を令和３年度と令和４年度の２か年をかけて策定をしております。

計画策定に係る本年度の事業として、市民、事業者向けに次期座間市環境基本計画策定のためのアン

ケートを11月に実施いたしました。このアンケートでは、現座間市環境基本計画で掲げている目標や

取組の総括として、認知度や満足度を伺うとともに、喫緊の課題である気候変動に対する意識調査や

事業者に対しては、事業活動におけるカーボンニュートラルに向けた取組の実施の有無についても尋

ねる内容となっております。アンケートの調査結果につきましては、現在、取りまとめを行っている

ところでありますが、本調査結果や座間市環境審議会などのご意見を踏まえながら、市民、団体、企

業などの皆様にご協力、連携いただく内容などについて、また、第五次座間市総合計画、そして、次

期座間市環境基本計画に盛り込む内容につきましても、検討を進めていきたいという考えでございま

す。 

 さらに、実効性のある次期座間市環境基本計画を策定するためには、ゼロカーボンシティを表明し、

その意思をこの計画に反映し、最上位計画である第五次座間市総合計画との整合性を保つことが必要

であると考えております。 

 続きまして、市長の政治姿勢ということで、基地政策について幾つかご質問いただきました。 

 まず、日米安全保障条約におけるメリット、デメリット、そして、地位協定の改善点についてでご

ざいます。前回もこの内容については答弁をさせていただいたのですが、この課題につきましては、

外交、防衛は国の専管事項でございますので、これから述べますことはあくまでも私の私見となりま

すし、前回同様、私の偽らざる思想、信念に基づいて申し上げることでございますので、どうかご承

知おきください。 

 日本周辺の東アジア地域の情勢を鑑みますと、現在もこの地域の各国、この地域の国と日本との関

係性は不透明であったり、不確実な懸念事項などがある国もあると感じております。そういった中に

あって、日本安全保障体制を中核とします日米同盟は、日本の平和と安全、そして、アジア太平洋地

域の安定と発展にとって不可欠な役割を果たしていると私は考えております。 

 日本にとっての日米安全保障条約の一つのメリットとしては、国防費の軽減があると考えておりま

す。国防費は国際的に統一された定義ではないこと、公表国防費の内訳の詳細が明らかでないこと、

各国ごとに予算制度が違っていることなどから、この支出を正確に比較することは難しいという前提

がございますが、防衛白書に主要国の国防費の比較がございます。2020年の日本の国防費は490億ド

ル、これは５兆3,133億円と対ＧＤＰ比0.94％、米国は6,896億米ドル、対ＧＤＰ比3.29％となってお

ります。また、ストックホルム国際平和研究所の公表によりますと、米国の国防費は世界一、日本の

国防費は世界で９位とのことであります。これらのことから、国防費世界一の米国と連携することに

より、日本への攻撃の抑止力となっており、国防費の軽減につながっていると考えております。 

 デメリットといたしましては、国防やその他の政策に対しましても、米国の影響を受ける点、これ

は地位協定、これから申し上げますことは地域協定の改善点ということへの答弁になりますが、在日

米軍基地周辺などでは、米軍人や軍属などによる事件や事故が起きた際に、全ての犯罪において日本

の第一次裁判権があるわけではなく、地位協定は改善されたものの、平等ではないものと認識をして

おります。 

 次に、令和４年度、国の施策制度、予算に関する要望では、基地政策に限らず、分野における協議

会などを通して要望が可能な個別事項は外すなど、全体的に要望事項を見直した結果、基地政策に関
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しましては２項目に絞らせていただきました。市として要望が必要な内容につきましては、引き続き

神奈川県基地関係県市連絡協議会などを通じ、要望をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、第五次座間市総合計画について、答弁をさせていただきたいと存じます。 

 まず初めに、若手職員との意見交換で得た具体的な視点や発想についてお答えをさせていただきま

す。一例を挙げますと、実施した９回全てで、職員やその知人などが持つ本市の印象について伺いま

したが、特定の印象に偏らなかったことや世代によって持っている印象が異なっておりました。これ

らを受け、本市が50年で着実に発展を続けてきた、この歴史を継承しながら、新たな価値を生み出す

まちづくりを進めていきたいと考えさせられました。 

 また、私は日常生活でちょっとしたことで市を感じてもらう、そういったまちづくりをしたいと考

えているところであります。これは、若手職員に限ったことではないかもしれませんが、生活の中で

地域を感じることはほとんどないという意見を多く伺いました。これは、市民にも同じことが言える

と捉えておりますので、総合計画を知っていただくことも含め、日常生活に市政を落とし込んでいく

工夫が必要であると感じました。イオンモール座間で行いましたポスターセッションにおいても、総

合計画を知らなかったという方が圧倒的に多い状況でございました。 

 次に、係長以上との面談で得た、今後の市政運営の参考になることについて、お答えをさせていた

だきます。 

 今議会の一般質問の初日の熊切議員にもご答弁をさせていただきましたが、面談では一人一人の職

員としての経験や仕事に対するやりがい、モチベーションなどを伺い、それぞれの職員の個性が感じ

られました。この面談は、私が職員を知ることで、職員のよいところを引き出す環境を少しでも整え

られればの考えの下で行いました。私が職員のことを知り、褒める機会が増え、職員のよいところを

伸ばしたり引き出せれば、職場の雰囲気もよくなり、仕事をする上でのモチベーションアップにつな

がると考えますし、それぞれの部署においてお互いに認め合い、褒め合える姿勢が市役所内部に行き

渡れば、職員の承認欲求が満たされるようになり、意識改革につながり、ひいては市民サービス向上

につながると考えております。中には積極的に市政運営への思いや提案、また、これまでの取組やご

自身の今後の取組などを語ってくださる職員さんもおられました。それぞれに大変すばらしい個性を

お持ちで、これは私の好きな言葉になりますが、金子みすゞの歌の一節である「みんなちがって、み

んないい」という言葉を心に浮かべながら面談をさせていただきました。 

 次に、第五次座間市総合計画策定のために実施した懇談会等についてお答えをさせていただきます。 

 議員にも触れていただきましたが、一連の取組は11月に集中的に計画をいたしましたが、結果的に

は緊急事態宣言が解除され、新型コロナウイルス感染症の感染者数も減少した状況下で実施できまし

たので、多くのご意見をいただくことができました。特にイオンモール株式会社様には、取組の趣旨

を快く受け止めてくださり、貴重な店舗スペースを無償でご提供いただきましたこと、大変に感謝し

ており、改めてお礼を申し上げたいと思います。 

 こういった民間企業との連携に関しましては、実施した内容にとどまらず、今後のまちづくりのヒ

ントになる部分もたくさんあると捉えております。また、今月１日より、動画配信による意見募集も

行っているものでございます。年内にはこれまでいただいた市民意見を取りまとめた上で、年明け１

月下旬には骨子案をお示しできるよう、引き続き同計画の策定作業を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、本年第３回定例会における沖本議員の一般質問でいただいた再質問に対する私の答弁

について、改めて個別にお答えをさせていただきたいと存じます。 
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 まず、私の考えを職員に説明、これは選挙公約の関係ですね、私の考えを職員に説明、明示するこ

とについては、選挙公約の全てを同じ手法で職員に説明、明示することはできませんので、それぞれ

の着手時期や実施計画でお示しする時期などを見据えながら、職員に説明、明示してまいります。 

 次に、職員と実現可能性を共有できる段階については、現状と課題を整理し、実現に向けて課題を

解決する見通しを立て、実施計画をお示しする時期や事業内容を調整する段階、その際に実現の可能

性が共有できるものと考えております。ちょっと失礼いたします。 

 最後に、選挙公約である29項目についてでありますが、私としては時間がかかるかもしれませんが、

行政だけの力ではなく、市民、団体、企業などの皆様方との共創することや今後の国や県などの動向

なども踏まえて、財源確保もしつつ、実現していけるものだと考え、公約として掲げさせていただき

ました。 

 続きまして、憲法改正についてでございます。憲法改正について私見を求められました。 

 憲法改正については、国会の場にて議論がなされ、国会発議により現状においては国民投票におい

て過半数以上の賛意が示された上で改正されるものであると認識しております。これ以上の見解を求

められるようでしたら、ぜひ沖本議員のお立場やお考えなども明確にしていただければと思います。 

 令和４年度予算編成についてでございます。 

 私、市長としまして２回目となる予算編成における方針についてご質問をいただきました。 

 令和４年度当初予算編成は、第五次座間市総合計画や2025年問題を見据えながら、中・長期的な視

点を持って取り組むことを基本とし、選択と集中により優先的にやらなければならない事業を見極め

ながら、激しく変化する社会情勢の中、多様で複雑、高度な市民ニーズに的確かつ確実に応えていく

ものといたしました。また、職員一人一人が市の顔であるとの自覚を持ち、事業実施に当たってはシ

ティセールス、シティプロモーションを意識し、日本一元気で楽しいまち・座間を市民と共につくる

ことを目指します。市政運営指針の推進、組織の横断的な取組による事業の推進、財政健全化の推進、

新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に置いて、限られた財源で最大の効果を上げることができ

る予算を目指して取り組んでおります。 

 以上でございます。 

 

〔質問〕沖本 

それでは、いただいた答弁に対して再質問を行ってまいりたいと思います。 

 ＩＰＣＣ第六次評価報告書については、国の施策もそうだし、本市としての施策も緊急を要すると

いうことで、また市の施策については防災含めて強化の必要があるというお考えをお示しいただきま

した。ぜひ積極的に取り組んでいただければなと思います。 

 それから、ＣＯＰ26に対する所見をいただきました。せんだって長瀨議員の答弁にも、本市として

の取組としては再エネ、こうしたことをどんどん進めていく、そういった方針を示されておりますの

で、それにつきましては賛意を称するものでありますし、できることからしっかりと取り組んでいた

だければなと思います。 

 一方で、市長からは、脱炭素火力発電の削減への考えもお示しいただきました。それで言うと、私

としてもＣＯＰ26の議論の経過あるいは結果として、石炭火力発電のところは非常に、これからどう

していけばいいのかなと考えております。日本のエネルギー政策の方向性をどう示していくのか、こ

れが喫緊の課題になろうかと考えています。 

 再質問としては、地方自治体の首長として、これも大局的見地から日本のエネルギー政策をどう捉
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えているか、ＣＯＰ26を通して、佐藤市長の見解を伺えたらと思います。 

 佐藤市長も報道等ご覧になって、ご存じだと思うのですけれども、このＣＯＰ26の期間中、11月２

日に、実は日本が化石賞という賞を受賞しました。この化石賞というのは本当に温暖化対策に消極的

な国に与えられる不名誉な賞であります。今回、議長国であるイギリスの主導で、先ほど述べられた

と思いますが、先進国は2030年までに、途上国は2040年までに石炭火力の廃止という期限を設けて、

確実な廃止を迫ってきます。これに対して、同日、岸田首相が行ったスピーチでは、火力発電は今後

も必要であり、火力のゼロエミ化で貢献することを主張したことから、日本は気候変動対策に対して

後ろ向きだと厳しい評価が下ったということになります。日本は、電気の３割を石炭火力に頼ってお

ります。古くて、効率の悪い発電所を減らしますが、2030年度も電気の２割弱を賄う計画になってい

ます。2050年に排出量の実質ゼロを掲げていることからは、削減のペースを上げていくという計画策

定が求められております。代替の電源の確保は、皆さんもご承知のとおり、そうたやすいものではあ

りません。 

 一方では、フランスのマクロン大統領は、原発の新設を再開する、こうしたことをＣＯＰ26の会期

中に表明しております。再生可能エネルギーの発電量は天候に左右されがちであり、これを補うには

安定した電源が欠かせないとされています。この表明に先立って、10月には欧州連合加盟の９か国と

ともに、原子力に関する共同宣言をまとめ、無炭素電源としての原子力活用の重要性を訴えられてお

ります。このように、脱炭素の議論が盛り上がる中で、原発の意義も高まっております。 

 日本は、10月22日に、第六次エネルギー基本計画を決定し、原発は脱炭素電源として重視し、再稼

働を進めることとしましたが、建て替えや新設に向けた議論は棚上げをされています。原発はＣＯ２

を排出せずに、確実に削減を見込めるという利点があります。日本政府は、新設、増設を含め、積極

的に原発を活用していく方針を明らかにすべきだと求める声もあります。佐藤市長としては、こうし

た日本のエネルギー政策について、再生可能エネルギーなのか、原発の活用なのか含め、ＣＯＰ26を

通して大局的な見地からどのような考えをお持ちなのかお示しいただければと思います。 

 次に、2040年までにＥＶなどの温室効果ガスを出さない車に移行することということで、佐藤市長

から「多様な選択肢もあるだろう」というお話もありましたし、ここのところで日産自動車の星野副

社長との対談の話も少しされておりましたけれども、その話はちょっと後ほどにして、カーボンニュ

ートラル、脱炭素社会の実現に向けた本市の取組の中で、佐藤市長として市民、団体、企業への協力

としては何をどのように求めていくつもりなのか、見解を伺いましたけれども、答弁としては、「現

在、企業等に対しましてアンケートを実施されている」ということで、率先的な取組をされていると

いうことで承知をしました。先ほど、これは前任者、熊切議員のときだったと思うのですけれども、

本市には、先ほど申し上げた企業等の取組のほかにも、2019年に、サーキュラー・エコノミー推進に

係る連携協力に関する協定を締結した小田急電鉄株式会社、あるいは本市の清掃職員が収集した剪定

の枝などをバイオマス燃料に加工していただいている株式会社リテックなど、既に本市に協力してい

ただいている企業も多々あるかと思います。ぜひｴｰｴｽｼｰ、日産自動車を含め、市内の様々な企業の協

力を求めながら、本市なりの、それこそ身の丈に合った脱炭素社会の実現に向けてさらなる取組をお

願いしたいと思います。 

 その上で、日産自動車との関係で伺います。先ほども少しお話ありましたけれども、市制施行50周

年記念の式典の際に配られた記念誌、ここには、「これからの50年、未来を見据えたまちづくり」と

題しまして、日産自動車の星野朝子副社長との対談の内容が掲載されています。その中で、市と企業

が共に目指し、地球環境に優しい世界として、佐藤市長からは、「リーフは毎年開催しているひまわ
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りフェスタなどで災害時の活用方法やブルー・スイッチの取組などを紹介していただいています。ま

た、災害協定をはじめ、座間市と日産自動車は様々なパートナーシップを結んできていますが、これ

からはカーボンニュートラルを含め、持続可能な社会という点で、座間市と日産自動車で共につくり

上げていく未来モデルを地域の皆様に示していけたらと思います。」、こういうふうにおっしゃって

います。このカーボンニュートラルを含め、持続可能な社会という点で、座間市と日産自動車で共に

つくり上げていく未来モデルということはどのようなものをイメージしておられるのかお示しいただ

ければと思います。 

 次に、市長の政治姿勢についてのところですけれども、基地政策について、日米安全保障条約のメ

リット、デメリット、あるいは日米地位協定に関しての改定、改善、そうしたところはしっかりと答

弁いただいたので、承知をいたしました。 

 一方で、佐藤市長のご自身の偽りのない思想信念、正しく広く示していただき、これも理解はもち

ろんされているし、答弁にも私も理解するところなのですけれども、その上で、私の考えというか、

要望含めて質問させていただくのですが、今後、来年４月に開園を予定しているキャンプ座間返還地

の公園の造成しかり、消防の関係の事業のしかり、これまで多くの事業を防衛補助金の対象として認

めていただいています。先日の、前回ですね、前回の一般質問、髙波議員から交渉力、実行力という、

たしかお話があったと思いましたけれども、市長としてですよ、加えて必要なのがやはり関係機関と

の相互理解による信頼関係だと思っております。今後も新規、拡充、継続、こうした事業のことを考

えれば、関係機関との信頼関係は重要な事案であると考えております。 

 ただ、こうしたことからも、私が懸念することとしては、３月議会の一般質問で申し上げた、佐藤

市長の公式ホームページに掲げられている政策の中にあります「「平和を守る」基地のある街を一日

でも早く脱します」という記述、そして「まちづくりのへい害になっているキャンプ座間の返還を求

めます」という記述、前回、佐藤市長からは、残念ながら、曖昧な答弁しかいただけませんでしたの

で、しつこいようで大変恐縮ではありますけれども、いま一度お伺いします。 

 まず、「「平和を守る」基地のある街を一日でも早く脱します」というこの意味について伺います。

平和を守っている基地のある街を脱したいと考えているのか、それとも平和を守るために街から基地

をなくしていきたいと考えているのか、この意味を明らかにしていただきたいと思います。 

 また、「まちづくりのへい害になっているキャンプ座間の返還を求めます」という記述もしかりで

す。キャンプ座間は、座間市のまちづくりの弊害になっている。本市としては、これまでキャンプ座

間はまちづくりを進める上での大きな阻害要因となっていますという考えを示しています。阻害は妨

げになっている、邪魔をしているという意味です。また、相模原市では、米軍基地の存在は市民生活

やまちづくりにおける大きな障害となっているという考えを示しています。障害は阻害と同じく、妨

げとなるものという意味であり、座間市と同様な考えを示しています。佐藤市長は、それと異なり、

弊害となっているという考えを示されております。弊害とは、害になること、他に悪い影響を与える

物事、害悪という意味になります。佐藤市長は、なぜ弊害という言葉をあえて使われているのでしょ

うか。キャンプ座間は害悪とお考えなのでしょうか。佐藤市長ご自身の偽りのない思想、信念を正し

く、広く示していただくためにも、改めて見解を伺うとともに、もし弊害は間違った表現であるとお

認めになるのであれば訂正されるよう促すものですが、併せて佐藤市長の見解を伺います。 

 それから、今後の基地政策に係る令和４年度の施策、制度、予算に関する要望についてということ

で、広い意味でちょっとお聞きしたようかなと思ったのですけれども、答弁としては、今年の６月に

作成されております令和４年度の国の施策、制度、予算に関する要望書の内容に言及されていたかと
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思います。議員諸氏もご覧になったかと思いますが、答弁のとおり、この要望書の米軍基地に係る内

容になりますけれども、驚いたことに、「１、米軍基地、１の１、米軍基地返還負担軽減（財務省、

外務省、防衛省）に対して、（１）キャンプ座間の基地縮小など、当市及び当市民の負担軽減策等の

推進を図ること、２、米軍基地、１の２、米軍基地の運用（外務省、防衛省、環境省）に対して、

（１）厚木飛行場に代わる恒常的な訓練施設や訓練区域を早急に確保すること」、この２項目しかあ

りません。比べて、令和３年度の国の施策、制度、予算に関する要望書はどうだったかというと、

「１、米軍基地、１の１、米軍基地返還負担軽減（財務省、外務省、防衛省）に対して、（１）キャ

ンプ座間の基地縮小など、当市及び当市市民の負担軽減等の推進を図ること、（２）市内栗原地内に

所在する米軍水道施設の早期移管に向け最善の努力をすること、（３）市内栗原地内に所在する米軍

水道施設の代替機能としてキャンプ座間における当市市営水道の導入に向け最善の努力をすること」

など、以下、（10）まで項目が列挙されています。また、「２の米軍基地、１の２、米軍基地に係る

交付金等（総務省、財務省）に対して、（１）基地交付金は固定資産税の代替措置的性格を有するこ

とから、少なくとも対象資産に対する固定資産税相当額を交付すること、（２）調整交付金は地位協

定の実施に伴う固定資産税等の地方税の非課税措置による基礎自治体の財政上の損失を全額補填する

こと」など、以下、（６）まで項目が列挙されています。こうして、全部含めると31項目の要望を求

めています。この２項目以外の要望については、先ほどの答弁だと「連絡協議会等を通して要望す

る」とのことでしたけれども、本市の令和４年度国の施策、制度、予算に関する要望書、重複します

けれども、今年の６月に作成されています。神奈川県の基地関係県市連絡協議会の令和４年度の基地

問題に関する要望書、基地返還施策、予算に関する要望は今年の８月11日に行われています。さらに、

先月、11月２日には、その要望の実施結果について、神奈川県のホームページから閲覧できるように

なっています。さきに述べた２項目以外の要望について、８月11日に行われた神奈川県基地関係県市

連絡協議会による要望の中ではどのように本市、独特なというか、特性というか、そうした要望を求

められたのか伺っておきます。 

 次に、第五次座間市総合計画についてということで、若手職員との意見交換の目的に対する成果に

ついてということで、改めてお伺いをしました。やはり何かちょっとかみ合っていないようなのです

ね。私が求めているのは、佐藤市長の感想ではないのです。どのような視点や発想が得られたのか、

具体的にお示しいただきたいと申し上げています。この意見交換の目的は既に市のホームページ、第

五次座間市総合計画の庁内検討組織の下段に、「市長と若手職員の意見交換として、市長と若手職員

の意見交換を通じて得た視点や発想を計画策定に取り入れるため、次のとおり実施しました」とあり、

「令和３年６月28日月曜日から７月16日金曜日、計９回、対象職員、平成31年４月１日以降に採用さ

れた職員計81人」と掲載されています。ただ、やはりそのホームページの中にも、どのような視点や

発想があったのか、得られたのか、何も紹介されていません、もしかしたら、内部資料としてあるの

かもしれませんけれども。意見交換をした実績、そこで得られた視点や発想について具体的にお示し

していただきたいし、できればホームページ内にも掲載、あるいは開示していただきたい。そうしな

ければ、市民の皆さんからもそうですし、我々もしかり、目的に対する結果がどうだったのかが分か

らないのですね。意見交換をした実績、そこで得られた視点や発想について、具体的にお示しいただ

くとともに、ホームページ上に掲載、あるいは開示することを願うものですが、市長の見解を改めて

伺っておきます。 

 それから、各部局室の係長以上との面談、目的に対する成果についても、同じです。「今後の市政

運営の参考になるようなことが得られたのであれば、その内容を具体的にお示しいただき、見解を伺
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います」と先ほども質問させていただきました。ただ、この答弁も、せんだっての熊切議員の一般質

問の中で答弁された内容をおっしゃっていた。「特に職員のモチベーション、意識改革、こうしたこ

とが図れる」ということをおっしゃっていたのですけれども、私が聞いたのはそこではなく、あくま

でも成果としてどういうことが上げられたのかということをお聞きしたわけです。ぜひこれも答弁を

していただきたいし、モチベーションの向上、意識改革ということに言及されたことも踏まえますと、

佐藤市長ご自身の感想や思い、それが示されたわけですけれども、この際、感想でも成果でもどちら

でもよいとして、私の考えを申し上げるならば、佐藤市長としての感想や成果だけではなくて、先ほ

どの若手職員もそうです、若手職員や係長以上の職員の皆さんにとっても、これは意見交換や面談を

した意味、意義、こうしたことがあったのかどうなのか、よかったと思っているのか、どうなのか、

そうした職員の感想、あるいは成果、こうしたものを確認する必要があるのではないかと私は考えま

す。今回、佐藤市長は、こうした若手職員、係長以上の職員から意見交換や面談に対する感想や成果、

こうしたことを集約され、把握をされているのでしょうか。おおよその企業では、研修や対話、こう

したことの実施事項に対しては反響を無記名で、マークシートのアンケートの形式で意見集約を行い、

確認をしています。互いがそれこそ忙しい時間を割いて行った意見交換、面談でありますから、互い

の成果に導けなければならない。佐藤市長一人の、言葉は悪いですが、自己満足、あるいは私は市長

としてこのようなことやっています的な自己ＰＲだけになってしまっては愚の骨頂、大変これはもっ

たいないことです。組織のトップとしてぜひ職員からの反響を無記名のマークアンケート形式で意見

集約を行うなどして、職員側の感想、成果、こうしたものを把握されるように求めるものであります

が、佐藤市長の見解を伺います。 

 次に、時間がなくなってしまいました、はしょって行きます。今回、「分野別の団体懇談会、地区

別懇談会についての評価としては特に感染症の関係も減少して、実施でき、意見を伺えた」というお

話でしたけれども、第四次総合計画策定のときには計６か所で239人の方、今回に関しては計５か所

で、121人の方でした。オンラインの懇談会には７人の方が参加され、合計でいえば191人の方が参加

されています。分野別でも15人、これは子育て教育分野で15人、健康福祉分野で22人、生活環境・産

業労働分野で26人、３分野で63人、そうした結果になっておりますけれども、こうした単純な参加者

数の比較であるわけですが、この人数に対しての、佐藤市長としてはどのような評価をされているの

か伺っておきます。 

 時間がもうないので、残されたところはまた次回の質問に回したいと思いますけれども、とりわけ

令和４年度の予算編成に関しての方針というものをお示しいただきましたけれども、それに関しても

来年の予算のときにでもまた質問させていただき、２回目の質問をここで終わりたいと思います。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員より再質問をいただきました。 

 まず、ＣＯＰ26の私の見解を述べたわけですが、これを受けて、2030年度の日本の第六次エネルギ

ー基本計画などに触れられ、石炭火力発電の関係、それから原発の関係に触れられて、これに対して

の私の見解ということでございます。 

 ご存じのとおり、日本は森林が大変多く、太陽光パネルの適地が少ないと認識をしております。ま

た、石炭は、石油と違い、中東だけに依存をしなくてもよいということ、そしてオーストラリアなど

比較的近い国から輸入ができる、液化天然ガスと違って保管もできるという意味におきまして、日本

にとって、エネルギー安全保障として保障上、大変重要なものだと認識をしております。そのような
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中で、石炭火力というものを減らしていくという見解、計画が示されました。私は、原発に関しまし

ては減らしていきながら再生可能エネルギーに力を入れていくという考えがございますので、今後、

再生可能エネルギーなどを中心に、極力そういったものにエネルギーを転換していくという方向で行

っていただきたいと考えております。 

 次に、日産との、日産とのというか、市内の様々な企業との連携という中で取り上げていただいた

日産自動車株式会社との今後の連携というところでございますが、ブルー・スイッチなどの取組も含

め、包括的に連携ができるところを進めていきたいと考えております。 

 それから、基地の関係での私のホームページの記載内容につきましてご質問をいただきました。

「「平和を守る」基地のある街を一日も早く脱します」というところです。この「「平和を守る」基

地」、これは「「平和を守る」基地」というところでございますので、ご理解いただければと思いま

す。 

 また、「まちづくりの弊害要因」というところの意味合いですけれども、質問の中で示していただ

いたように、私もまちづくりの阻害要因になっているという意味合いでこの言葉を使わせていただい

ておりますが、この表記につきましては、今後、慎重に検討をさせていただいて、もし訂正をすると

いうことであれば訂正をしていきたいと考えております。 

 それから、基地政策の関係の要望書についてでありますが、外務省、防衛省には市独自の要望とい

たしまして、要望を上げさせていただいております基地問題に関する要望書という中で、これは神奈

川県基地関係県市連絡協議会の要望書の中で、「キャンプ座間協議会において十分な協議を行うとと

もに、平成26年に締結した覚書の誠実な履行を求める」ということで要望させていただいております。

56ページにわたる要望を詳細にさせていただいておりますので、ご確認いただければと思います。 

 それから、若手職員との意見交換、また、係長級以上の職員との面談についてでございますが、ま

ず、若手職員との意見交換で得ました発想等につきまして、先ほど答弁をさせていただきましたが、

この特定の印象に座間市の印象というのを聞いたのですけれども、特定の印象に偏らなかったという

ことに、世代によって持っている印象が異なっておりました。これを受けて、本市が着実に発展を続

けてきた歴史を継承しながら、新たな価値を生み出すまちづくりを進めていきたいということを考え

させられました。 

 そして、日常生活で市が進めている施策というのを感じる機会というのはなかなかないと思います。

これは、先ほども申し上げましたとおり、イオンモール座間でのポスターセッションにおきましても、

総合計画を知らないという市民の方が圧倒的に多い状況だったということで、生活の中で座間市政を

感じていただく、日常生活に落とし込んでいくような工夫をしていきたいと感じました。 

 それから、係長級以上の面談については、これは私が職員のことを知って、褒めたいという、そう

いう気持ちから行ったものでございます。褒めることによって、職員の自己肯定感がアップするとい

う意味でこれはやらせていただきましたので、ご理解いただければと思います。 

 それから、分野別、地区別懇談会についてでございますが、設定の時間帯やご案内をした時期など

もあるかと思うのですが、多くの皆様方にご参加をいただきました。また、本市では、初めてとなる

オンラインでの説明会というのもさせていただきました。そして、ポスターセッションには、大変多

くの市民の方々にかなり活発な意見をいただいていると認識をしておりますので、そういったご意見

を踏まえた上で、第五次座間市総合計画策定に生かしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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〔質問〕沖本 

それでは、再々質問を行ってまいりたいと思います。 

 まず、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けた本市の取組ということで、日産自動車と

のどういうイメージ、未来モデルというのはどういうイメージを持っておられるのかということをお

聞きしたかったのですけれども、なかなかちょっとはっきりしたイメージというのがつかめなかった

のですけれども、私個人的な、これは考え方になりますけれども、カーボンニュートラル含めという

ことからは、今後、これは国ももう既に始めておりますけれども、本市の公用車を段階的に電気自動

車、ＥＶへ移行されるご意思がおありなのかなと考えた次第です。今年の８月、政府は、国の機関が

排出する温室効果ガス削減するための計画をまとめ、来年度以降、国が導入する公用車は全て電動車

とする方針を定めています。こうした具体的な対策として、来年度以降、新たに導入する公用車は、

代替できない場合を除き、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車など電動車に限り、

2030年度までに全ての公用車を電動車とする、そういった方針も示されております。そうしたことを

考えれば、これからの50年、未来を見据えたまちづくりの一環として、本市の公用車を電気自動車、

ＥＶ化についてどう考えているのか、佐藤市長の見解を伺っておきたいと思います。 

 それから、基地関係なのですけれども、要望の関係、ちょっと座間市が要望するところで２項目に

減ってしまったというのは非常に残念であります。その代わりというのはあるのでしょうけれども、

やはり座間市として言い続けることが、基地政策に関して言えば、座間市としての意見を言い続ける

ことが大事ではないのかなと私は考えております。ぜひこの辺も考えていただきながら進めていただ

ければなと思います。 

 それから、若手職員との意見交換なのですけれども、まだやはりかみ合わないのですね。この際で

すから、さらにちょっと私の考えだけ言っておきます。今回の目的として若手職員の視点や発想を総

合計画に取り入れるということであれば、ただ意見交換するだけではなくて、若手職員の積極性や実

効性を育む上でも、第四次座間市総合計画の策定の際に導入した若手職員によるプロジェクトチーム、

こうしたものを設置するほうが最善ではなかったのかなと考えますが、この点について、佐藤市長の

見解を伺っておきたいと思います。 

 それから、係長級の面談のところですけれども、一番最初の質問のとき、前回の質問のとき、佐藤

市長、何をおっしゃったかというと、「今回の職員面談は年齢、経験を積んだ職員の皆さんとの対話

を通じて新たな発想を得ることや市に対する思いを伺い、今後の市政運営の参考にしたいと考えてい

る」、そう言っているのですよね。別に褒めて、伸ばすと、そういうことをおっしゃっているのでは

ないのです。だから、私は、では、その目的は達成されたのですかと質問をしたつもりでございます。

もう一度読んでいただいて、また答弁をいただければ幸いに存じますけれども、もし、いやいや、そ

うではないのですよということであれば、またおっしゃっていただいても結構ですけれども、とにか

くやったことに対する意義というのを職員の方にも感じていただきたいし、それをやはり聞く必要が

あると思っています。それに対して、最後に市長の見解を伺いまして、私の質問を終わります。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員の再々質問に答弁をさせていただきたいと存じます。 

 まず、日産自動車との今後の連携というところで、具体的に本市の公用車の電動化ということでご

質問をいただきました。この公用車に関しましては、リースの期間などがございますので、こういっ

た満了の時期などに合わせまして、また、ご質問の中にもございましたが、用途などにより制限など
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もあると考えますが、段階的に入れ替えていきたいと考えておりますし、そういったことで、本市の

避難所の電源といったブルー・スイッチという日産の考え方にも即した形での対応を取っていきたい

と考えております。 

 それから、第四次総合計画のときに若手のプロジェクトチームを立ち上げたということで、そうい

った手法も考えられなかったのかというご意見がございました。ご意見は真摯に受け止めさせていた

だきまして、こういった若手のプロジェクトチームというのも一つの手法として有効であると考えて

おりますので、そういったことも含めて今後検討させていただきたいと思います。 

 また、係長級以上の職員の面談についてでございますが、市政運営の参考にということで申し上げ

ました。この市政運営の参考ということで、まずは職員の皆さんのこれまでの経験などを私が伺い、

そして一人一人の考え方というか、これまでの取組や仕事に対しての考え方など含めまして、私が把

握をさせていただいて、組織は人であると思っております。この人、それぞれの職員の皆さんが生き

生きと仕事をしていただくということがまず、この組織運営には一番大切なことだと思っております。

生きがいを持って、元気に楽しく仕事をしていただくということが組織運営、市政運営をしていく上

でも一番大切なことだと考えております。そういった意味で、皆さんの経験も私の市政運営の参考に

させていただきながら、そして職員の皆さんのよいところを褒め、そしてそれが皆さんの生きがいに

なり、そしてその皆さんが生き生きと仕事をされるということが行く行くは市政運営のよいスパイラ

ルになると私は考えておりますので、行わせていただきました。 

 以上でございます。 


