
2004.06.03 : 平成 16 年６月定例会（第２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 子どもを健やかに育む環境の提供について 

 （ア）絶対評価導入による市内中学校の評定格差及び評価規準のばらつきに

問題はないか。 

 （イ）ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス） 

   蔓延に対する性教育を含む対策は。 

 （ウ）市内保育園の休日受け入れを考えているか。また、その課題は何か。 

 イ ビオトープについて 

 （ア）自然生態系（オオタカの保護など）に対する政策的アプローチは十分

か。 

 （イ）市内小・中学校へのビオトープの導入を考えているか。 

 ウ 循環型バスの導入について 

 （ア）乗り合い型タクシー導入を含む公共交通空白地域対策は。

 

 

 

※ 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。 
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◯高橋徹也議長 佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）それでは、民主党を代表いたしまして、通告

に従いまして本日 後の一般質問をいたします。皆さんも大変お疲れだと存じ

ますけれども、しばらくの間ご協力をしてください。 

 まずは、子供を健やかにはぐくむ環境の提供という視点から質問いたします。 

 絶対評価導入による県内中学校の評定格差及び学校間、市町村間に評定規準

のばらつきが見られ問題であるという記事が、ことしに入りたびたび新聞紙上

をにぎわしています。昨年度の神奈川県議会２月議会において我が党の議員が

この問題を指摘したことが直接的なきっかけとなったわけですけれども、この

発言の根拠となる調査に当たりましては、私も厚木市において資料請求を行う

など側面から協力をさせていただきました。神奈川県の公立高入試選抜制度に

一番の問題がありますが、この問題の解決が見られない以上、厚木市内中学校

間において評定格差は早急に対応すべき大きな問題であると言えます。 

 高校入試において内申点を重視する傾向が他県より強いこの神奈川県におい

て、中学校間の評定格差は特に問題であると言えるでしょう。それに加えて学

校選択制導入を控える厚木市にとっては、まさに二重の意味でその公平性を担

保することに力を注ぐ必要がある、責任があると言えます。 

 絶対評価の評価規準の違いにより市内地域間に評定格差が生じ、通う中学校

によって高校入試に有利不利が生じています。この問題を市は認識しているの

か。認識しているとするならばどのように格差の是正を行うのか、その方針を

お示しください。 



 次に、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）蔓延に対する性教育を含む対策に

ついて質問をいたします。 

 1980 年代に子宮がんの一因がウイルスによるものと判明し、以降、子宮がん

予防のための研究報告が多く寄せられるようになりました。これがＨＰＶ（ヒ

トパピローマウイルス）です。主に性行為によって感染し、性行為経験のある

健康な女性のおよそ 10％が生殖器にＨＰＶのＤＮＡを持っているとされていま

す。通常、性行為を経験していない女性にこのウイルスは見られることはあり

ません。 

 初めて性行為をした年齢が低ければ低いほどＨＰＶの陽性率が高いとされ、

性交人数が多いほど感染率が高いことが専門家により指摘されています。特に

過去１年間に５人以上の男性と性行為を経験した女性は半分以上がＨＰＶに感

染している可能性があると言われています。近年、この感染するきっかけであ

る行為、性行為を初めて経験する年齢の低年齢化が急速に進行していて問題と

なっています。こうした事態を深刻に受けとめ、県内においても性教育指針の

策定に取りかかる自治体もあらわれてまいりました。 

 そこで、厚木市におけるこれまでの性教育に対する基本的な考えをご提示さ

れた上で、これから求められている小・中学校における性教育と子供たちへの

性感染症の蔓延に対する基本的な姿勢と対策をお示しください。 

 児童福祉については、少子化が進行する中、その時代、地域、家庭に合った

子育て環境の整備が問われているとは先議会における市長の言葉ですが、この

言葉のとおり、その時代、地域、家庭に合った子育て環境の整備がより一層求

められています。労働環境も多様化する中で、自営業者を初め暦のとおり土日

祝日に休みをとることのできない子育て世代の夫婦も多く存在しています。 

 病後児保育及び夜間保育の実施、そしてその先にある保育所など保育施設の



児童休日受け入れについてのお考えを、その課題も含めてお聞かせください。 

 厚木市は、西に丹沢山系の山々、東には相模川を初めとした６河川というお

金にはかえることのできない財産を有しております。しかしながら、近年、こ

うした自然に触れることなく、やがて成長し大人となる子供たちも少なからず

出ております。澄み切った空に瞬くきれいな天の川を見て、星が見え過ぎて気

持ち悪いといったような感想をもたらす子供たちもいると言われています。東

京の都心で育つならいざ知らず、自然豊かな厚木市においてこうしたことがあ

るとするならば、大変不幸なことであります。 

 厚木市においては既に、厚木市環境基本計画に基づき、自然がもたらす営み

を実感できるよう、里山マルチライブプランなどを初めとした施策が打たれて

おりますけれども、市内小・中学校へビオトープを広く導入することにより、

子供たちにも抵抗なく、より積極的に自然とかかわっていく１つのきっかけに

なるのではないかと考えております。 

 ビオトープとは、生き物と場所という２つのギリシャ語を組み合わせたドイ

ツ語の造語でありますけれども、つまり生き物が生きる場所という意味になり

ます。自然を愛する意識をより強く加味した言葉でございまして、自然豊かな

厚木市であるがゆえに、中心市街地においては特に生態系が失われ、心配され

ております。このビオトープの活動は全国的に行われており、失われた生態系

を取り戻そうという１つの運動でもあります。 

 ドイツの学校のビオトープの文献には、学校ビオトープは本物の自然ではな

い。子供たちに誤解を与えないようにすることが指導上大切であるとあるそう

ですけれども、その効果は教育上も極めて有効で、市内小・中学校へのビオト

ープ導入に対してのお考えをお聞かせください。 

 また同時に、市内各地において自然生態系の崩壊が問題となっております。



市内にはオオタカを初めとする希少生物も多数生育しております。オオタカは、

種の保存法により希少種の指定を受けている一般に言うところの絶滅危惧種で

ございます。厚木市内の西山地区などに生息するオオタカなど希少生物を保護

する政策的アプローチは十分であるのか否か、市としての方針をお示しくださ

い。 

 後に、乗り合い型タクシー導入を含む公共交通空白地域対策としての循環

型バスの導入についてお尋ねいたします。 

 先日、都市経済常任委員会の所管事項調査として、委員会のメンバーととも

に長崎市を訪れました。今後委員長より報告があると思いますけれども、厚木

市としても非常に参考になる事例ではないかと考えております。 

 乗り合い型タクシー導入を含む公共交通空白地域対策としての循環型バスの

導入について、市としてのお考えをお示しください。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 子どもを健やかに育む環境の提供について 

 （ア）絶対評価導入による市内中学校の評定格差及び評価規準のばらつきに

問題はないか。 

 （イ）ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス） 

   蔓延に対する性教育を含む対策は。 

 （ウ）市内保育園の休日受け入れを考えているか。また、その課題は何か。 

 イ ビオトープについて 

 （ア）自然生態系（オオタカの保護など）に対する政策的アプローチは十分

か。 

 （イ）市内小・中学校へのビオトープの導入を考えているか。 



 ウ 循環型バスの導入について 

 （ア）乗り合い型タクシー導入を含む公共交通空白地域対策は。 

 以上、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

 

◯高橋徹也議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員からご質問いただきました絶対評

価、ＨＰＶ、あるいは小・中学校のビオトープにつきましては、後ほど教育長

からご答弁をさせていただきます。 

 私の方からは、市内保育園の休日受け入れを考えているか。また、その課題

は何かとのお尋ねから入らせていただきます。 

 保育園の休日受け入れ、いわゆる休日保育の実施につきましては、研究課題

であることは承知しておりますが、現時点では従前からの保育に係る市民ニー

ズにおこたえしていくことが肝要であると考えております。 

 課題につきましては、休日保育の入所児童数の把握並びによりよい保育環境

を維持していくための施設保守や人的配置などが考えられるところでございま

す。 

 次に、ビオトープについて、自然生態系（オオタカの保護など）に対する政

策的アプローチは十分かとのお尋ねでございますが、本市はご存じのように緑

が豊かで、多くの河川に恵まれるなど、自然環境豊かな都市として市民意識調

査の中でも広く市民に認識されております。このような豊かな自然環境を将来

にわたって保全していくことが自然生態系の保護につながるものと考えており

ます。したがいまして、施策の展開に当たりましては、厚木市環境基本計画に

掲げております、自然を大切にし、ともに生き、次の世代に継承していくこと



を基本目標として、これらの諸施策を着実に推進してまいりたいと考えておる

ところでございます。 

 次に、循環型バスの導入について、乗り合い型タクシー導入を含む公共交通

空白地域対策はとのお尋ねでございますが、平成 14 年度に交通実態改善調査を

行い、バス利用の不便が懸念される５つの地域を抽出いたしましたが、昨年度

には、既存の路線バスに対する評価を初め市民アンケート調査等を実施し、路

線バス交通問題等調査検討委員会において、行政及びバス事業者が取り組むべ

く方策を策定したところでございます。 

 ご質問の公共交通空白地域の対策につきましては、乗り合いバスの規制緩和

等にかかわる事項でもありますので、地域の実情等を把握し、バス利用者及び

バス事業者と地域に合った対応等について協議し、バス環境等の変化に対応し

てまいります。 

 

◯高橋徹也議長 教育長。 

 

◯長谷川美雪教育長 （登壇）子供を健やかにはぐくむ環境の提供について、

絶対評価導入による市内中学校の評定格差及び評価規準のばらつきに問題はな

いかとのお尋ねでございますが、子供たちの意欲を引き出し学習の状況をより

適切に評価するために、目標に準拠したいわゆる絶対評価が平成 14 年度から導

入されたところでございます。評価評定は各学校ごとに設定した評価規準に基

づいて行われておりますので、結果として学校間で違いが生じることがござい

ます。各学校におきましては、評価方法の工夫改善に取り組むとともに、生徒

や保護者に対し評価方法等について十分に説明を行うなど、評価の客観性、信

頼性を高めるよう努めております。教育委員会といたしましても、研修会等を



通して各学校を積極的に指導してまいりたいと存じます。 

 次に、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）蔓延に対する性教育を含む対策は

とのお尋ねでございますが、市内各小・中学校におきましては、教科や道徳等

の授業を通して児童・生徒の発達段階に応じた性教育を行っており、特に性感

染症の予防につきましては中学校の保健体育で指導しております。ＨＰＶは若

年層へと拡大する傾向にあると指摘されておりますので、今後も性感染症につ

きましては児童・生徒が正しい知識や理解を深められるよう、性教育の一層の

推進に努めてまいります。 

 次に、ビオトープについて、市内小・中学校へのビオトープの導入を考えて

いるかとのお尋ねでございますが、各小・中学校におきましては、児童・生徒

が自然の中で生き物が生まれ育つ生態系空間と何らかのかかわりを持つもので

あればビオトープと位置づけ、生活科や総合的な学習の時間等で環境に親しむ

体験的な活動に取り組んでおります。教育委員会といたしましては、池や森を

つくる活動に限定せず、各学校がそれぞれの実態に応じてビオトープにかかわ

る活動に取り組めるよう支援をしてまいりたいと考えております。 

 

◯高橋徹也議長 ここで 10 分間休憩いたします。 

     午後４時 46 分  休憩 

     （高橋徹也議長退席） 

   ────────────── 

     午後４時 55 分  開議 

 

◯森住 勉副議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 



◯３番 佐藤知一議員 それでは再質問させていただきます。 

 中学校評定の県内市町村格差についてお聞きいたします。 

 中学校３年生１学期における評定５の生徒の県内市町村割合を見てみますと、

主要５科目において、厚木市は数学を除きすべて県平均を下回っております。

この数字に対しての見解をお聞きします。これは単純に市内中学校の生徒の学

習におけるレベルが県平均以下ということなのか、それとも県内他市町村との

評価規準の違いによりでき上がってしまった結果の数字なのか。ここでは正確

な分析は求めませんけれども、市としての、もしくは教育委員会としての認識

をお聞かせください。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 いわゆる絶対評価といいますのは、目標に準拠

して評価評定をしてまいります。多分この議場においでの方々はすべて相対評

価の時代を過ごされてきたと思いますが、相対評価と申しますのは、５、４、

３、２、１を一定の割合で与える割合を決めまして、そこにはめ込んでいくと

いいましょうか、結果を押さえていくという形になります。しかしながら、い

わゆる絶対評価は目標に準拠して評定をしてまいります。その際、必然的に５

と評定した者が多ければそこは多くなるという結果でありますので、他市町村

との違い、それから学校間の違いは、１つはそれぞれ評定していく評価規準が

それぞれの学校で学校教育目標に従って設定されておりますので、その違いに

あるのかなと。それが多少影響しているというふうには思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 そういうことを聞いているわけではないんですけれど

も、まあいいでしょう。絶対評価ということだったわけですけれども、評価の



規準は市が定めるべきなのか、それとも県が定めるべきなのか、教えてくださ

い。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 議員さんおっしゃいます評価規準というのは、

５を何％にするかというような内容かなというふうに今理解しておりましたが、

違いますか。 

 

◯３番 佐藤知一議員 違います違います。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 これはそれぞれの単元の中で指導目標を立てま

して、その指導目標に対して十分満足した、おおむね満足する、さらに努力が

必要だと、そういうような観点別の評価を積み上げまして、そして 終的に総

括的に５段階の、中学校の場合ですが、評定に結びつけてくるということでご

ざいます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 市が定めるべきなのか、もしくは県が定めるべきもの

なのかということをお聞きいたしております。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 これは各学校で評価規準を定めているというこ

とでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 質問を移るというか、あれなんですけれども、中学校

３年生１学期における評定５の県内の市町村別割合を主要５科目の平均値で見

ますと、厚木市は 14.16％ですね。これは７人に１人ぐらいです。例えば出しま



すけれども、藤沢などは 21％。これはお隣の某自治体としますけれども、そこ

では 29.08％ですね。そういった規準の中で、例えば入学テストを行わず今の県

の高校の選考方法にゆだねた前期の選抜では、ほとんどの高校が内申点に大き

な比重を置きます。つまり、当然ご存じですけれども、テストを行わないわけ

ですからね。後期選抜では全高校が一律で２年３学期と３年２学期を合算した

内申点を 60％、入学試験で見るのは残り 40％ということで、県立高校の選抜方

法は、あくまでも県の所管ですけれども、このように市民への影響が非常に大

きい以上、厚木市としての考えを明確にして、今も例えば絶対評価に対する規

準、それぞれの学校が定めると言いましたけれども、ほかの市町村と比べてこ

れだけの格差がある中で、そういったことでいいのでしょうか。お答えくださ

い。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 いわゆる絶対評価の結果としての違いについて

は、この影響が本当に子供たちの努力、それから基礎的な事項、基本的な事項

の定着を反映しているものかどうかということが大事でありまして、そのこと

の信頼感が揺らぐことが一番まずいというふうに考えております。したがいま

して、教育委員会といたしましては、各学校が定めております評価規準をきち

んと把握いたしまして、それぞれの学校間で意見を交換しながら、しかるべき

評価規準に到達できるように、これから指導してまいりたいというふうに考え

ております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 やはり中学生において県立高校への受験というのは非

常に大きなものでして、例えばなぜ神奈川県でこれだけ問題になるかというの

は、やはり市町村の中学のレベルをかんがみなくて、それをそのままとってき



てしまうからということで、例えば東京都であるならば学校によって評価の差

を設けているわけです。これがいいことか悪いことかわかりませんけれども、

解決策の１つとして検討の余地は十分にありまして、これは県に対してやはり

厚木市が求めていくべきだと思います。きのうも松沢知事とお電話でちょっと

お話をしたわけですけれども、市長は県に対するパイプが非常に強いわけで、

ほかの市町村とあわせてリーダーシップをとって、ぜひともこのほかの市町村

間の格差ということでやっていただきたいと思います。 

 続いて、学校評価に対してですけれども、今度は厚木市内の中学校間格差に

ついて質問させていただきます。市内における評定の中学校間格差についてお

尋ねいたします。これは手元にある資料請求させていただいた具体的な数字な

んですけれども、中学校名は出しませんけれども、例えば高校受験に大きくか

かわる中学３年生２学期の成績分布においては、ある中学校では英語の成績で

５がつく生徒は全体の 37.3％、およそ４割なんですよ。また、ある中学校では

英語の成績で５がつく生徒は全体の 10.4％、およそ１割しかつかない。つまり、

こっちの中学校に行ったら半分とは言わないまでも４割の生徒の英語の成績に

高評価の５がついて、隣の中学に通っていたら 10 人に１人しか 高評価の５

をくれないということも十分にあり得るわけですね。 

 逆に 低評価１についても同じことが言えまして、手元にあるいただきまし

た資料を見てみても、ある中学校では主要５科目すべてにわたってだれ１人と

して 低評価の１をつけていない。つまり１をもらっている人がゼロというこ

とで、また、ある中学では５教科平均で 10.56％、つまり１割強、10 人に１人

以上の生徒に 低評価の１をつけているということです。 

 こうした数字を見ると、厚木市内の中学校の間には非常に大きな格差が存在

すると言わざるを得ません。先ほども申されましたとおり、厚木市の中学校そ



れぞれが独自の判断で独自の成績を出しているからこうなるわけですけれども、

こうした現状を修正しないまま学校選択制を実施したとして、混乱と不平不満

の声は果たして起きないのでしょうか。その辺に対してご意見をいただければ

と思います。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 評価評定につきましては、何度も申し上げます

が、目標に準拠した評価評定でありますので、これは精度が高く信頼性が高い

ものでなければなりません。相当の理想像でいえば、こちらの学校の５はこち

らの学校の５であるという状況にまでならなければならないというふうに考え

ております。そのためには今ご指摘のように、評価規準、評価の結果等をそれ

ぞれ調査をし研究をしていきたいというふうに考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 学校選択制につきまして、さきの２月定例会での教育

長の発言ですけれども、学校の特色や部活動の関係などから子供の希望する学

校に通わせたいという保護者の声が多くなっている。中略しまして、学校選択

の基準としては本人や保護者の意向をできるだけ尊重し、各学校ごとに受け入

れ枠を設定し選択できるようにするというお答えがありました。これについて、

また県の教育委員会の義務教育課においては、現在、各中学校の指導は市町村

教育委員会の役割と説明した上で、今後については全校データを公表する方向

で市町村教育委員会と協議中とあります。例えばこれはプレス向けに明らかに

したわけですけれども、もしこの数字が公表されて特定の中学に入学希望者が

殺到したとしたら、この一定の受け入れ枠というものを大きく超えてしまうこ

とが予想されます。その際は果たしてどのような基準で選ぶのか、具体的にお

答えください。 



 

◯能條 孝学校教育担当部長 まず学校選択の問題ですが、大幅に超えたらど

うなるかということでございますが、これは学校施設等のキャパシティーがご

ざいますので、それで勘案していきたいと思っていますが、その際、オーバー

したときに、この評価評定が使われるということはないというふうに考えてお

ります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 つまり先ほども説明したとおり、例えばここの中学校、

ここの中学校という中学校間で、あるところではゼロを一つもつけませんよ、

それがその中学校の学校評価規準ですよ。ある中学校では１がたくさんつきま

すよとなったとき、もしくはここでは５が４分の１につきます、こっちは５が

ほとんどつきませんとなったときに、やはりたくさんの人は、自分の子供の将

来を考えたときに、いい高校に行きたいですからね。ましてや今は私たちの世

代よりももっともっと内申点が有用というか、重要視されるわけですよ。内申

がすべてになってしまうわけですよ。そうなったときにみんな行きたいという

ふうになりますよね。それに対する精査の仕方です。 

 実際、来年度から行われるわけですけれども、例えば横浜市は 145 校すべて

公表を決定したわけですよ。それはやはりその評価規準といったものに自信を

持っているからですよね。先ほどの答弁にもありましたけれども、自信を持っ

ているならば、やはりその先にはすべて公表しなければいけないということが

ありまして、その情報はすべての父兄の方に共有される。そうなったときに、

ある特定の中学にたくさんの希望者になったらどういう基準で選択をするのか、

精査するのかということをもう１度説明してください。 

 



◯能條 孝学校教育担当部長 このいわゆる絶対評価制度が始まりまして、評

価評定に関する説明会を各学校で行っております。それは学期ごとに、あるい

は１年を通してというところもあるかもしれませんが、基本的にはそれぞれの

学校でどういう規準で、どういう見方で評価評定をしていくかということを保

護者に説明をしております。また生徒にも説明をしております。小学校でも同

じです。このような取り組みをしっかりやるということが大事かというふうに

思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 答えになっていないんですね。つまり、これは本当に

切迫しているんですよ。県の教育委員会は、私、手に持っていますけれども、

これはＡ、Ｂ、Ｃというか１、２、３でなっていますけれども、それぞれの分

布があるわけですね。これを名前、例えば厚木中学なら厚木中学、玉川中学な

ら玉川中学はどれどれですというのを全部オープンにしろと言っているわけで、

横浜市はこれを決めた。なぜならばこの評定に対し自信があるから。 

 私は結婚もしていないし子供もいないけれども、もし自分の子供がいたとし

て、隣り合った中学校で、こっちの方がかなりげたを履かせてくれるよとなっ

たら、多少遠くても通わせますよ。それに対して、それは自然というか、かな

り自然なもので、そういった要望に対して、実際に募集して枠を設けて受け入

れますよといったことは納得できるけれども、そこに例えば 20 倍ぐらい殺到し

てしまった場合にどういう対応をとるのか、もう１度お聞かせください。 

 

◯長谷川美雪教育長 その辺が一番難しい問題だと思いますけれども、前回申

し上げましたけれども、キャパシティーもありますし、今部長が答弁したとお

りなんですけれども、 終的には、いわゆる申し込み順とか何とかそういうこ



とはできませんので、やはり例えばＡ中学校が10人のキャパシティーであれば、

これは本当に申しわけないんですけれども、10 人を抽せんという形しかないと

思うので、そんな形で子供の選抜は見ていきたいと思っています。 

 それから、県の教育長会議でも今お話しの県が進めている入試選抜方法につ

きましては相当前回も会議の中で、各教育長、私も申し上げましたけれども、

絶対評価ですからばらつきがあるのは、これはどうしようもないんですね、評

価の外にあるもので。評価規準の外にあるのでばらつきがあるのはどうしよう

もないんだけれども、その規準を一緒にしちゃって、じゃ、５を何％、何％で

やったらこれはまた相対評価になってしまう。絶対評価そのもの、子供のいわ

ゆる学習の状況をより望ましいものにしていこうという、そこにありますので、

それと選抜とを結びつけるのは非常に難しいということで、これから県の方で

もいろんな形でもってよりベターなものを出してくれると思いますので、私も

それを県の教育委員会と一緒に考えていきたいなと思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 非常に難しいものだと思いますが、私も今大学院生で

すけれども、その前４年間大学生として一回り年下の学生と一緒につき合って

きました。今の入試制度、大学というのは高校の次ですけれども、入試制度は

非常に厳しいわけですよ。本当に人生をかけて勉強している人もたくさんいる。

これがいいか悪いかは別としてですよ。例えばそういった努力をしている厚木

市民の子供たちがいて、隣では５の評定を何倍もこうやって水増ししてしまう

自治体があるわけですよ。一方では市内でも中学校ごとに、一方ではゼロ、１

を全くつけない、一方では５を非常に水増ししてしまう中学もある。 

 これはやはり、県は県の中で市町村間である程度規準をもう少ししっかりし

ていただかなければ問題の解決にはなりませんし、厚木市内の中学校において



は、各校ごとにその評価規準を出すというのは必ずしも悪いことではないと思

いますけれども、ただ、それが統一していなければ市民は納得しません。私は

少なくとも納得しておりません。 

 余りこれに時間は割けませんけれども、 後に一言だけ、やはり今後につい

て―本当に答えになっていないような気がするんですね。私も１つとしてちょ

っと余り納得できるような答えがいただけなかったんですけれども、実際に特

定の中学校に対して応募があること、例えば、じゃ、応募があったら、評価規

準でそこのところは下げればある程度バランスが保たれるということなのでし

ょうか、お答えください。 

 まあ、いいです。じゃ、１つのところに希望者が殺到してしまった場合の抽

せんということですけれども、例えばその割合が３人多いからというふうな形

じゃなくて、例えば 10 倍 20 倍になったときに抽せんだと。これはやはり問題

だと。評価規準自体に問題があるのではないかというふうに信頼感が失われて

しまうわけですけれども、そういったものに対して信頼感のある答えを出すに

はどういうふうな行動をとるべきなのでしょうか。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 評価評定の問題と、その学校選択で１つの学校

へ集中するということの問題をちょっと分けて考えてみたいと思いますが、ま

ず評価評定の問題につきましては、それぞれの学校の評価規準がありますが、

それの客観性、それぞれの客観性をどう保っていくか。これは、それぞれの学

校の評価規準がどうなっているか、これをよく調査し、研修を行い、より客観

的なものにしていく努力をするということでございます。そしてまた、その評

価規準について保護者、生徒によく説明をし、その結果、あっ、この評定なら

納得できるという状況をつくり出していくということだと思います。 



 選択制で、あるところへ集中した場合どうするか。これは先ほども何回も、

教育長も触れておりますが、ある程度キャパシティーがありますから、それを

超えた場合は、これは抽せんという方法しか今のところ見当たらないという状

況です。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それでは、例えばこの評価規準のまま学校名は今後公

表するんですか、しないんですか。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 まず、この評価の信頼性を高めるために、それ

ぞれの学校で今行っております評価評定の前の説明、これをよくやること。そ

してその次には、その評価評定の結果がどうであったかということを当該の学

校できちっと説明すること。まずこれに取り組むことだというふうに考えてお

ります。そしてそれを寄せ集めまして、必要なときに公表するというふうには

考えてみたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 非常に重要な問題ですけれども、私のミスでほかにも

たくさん質問項目を挙げてしまいまして、また次回にこの問題を引き続きやり

たいと思います。 

 次に、順番を入れかえましてビオトープの問題ですけれども、まずはビオト

ープというのは自然環境の保持のことですけれども、そこにかかわるオオタカ

についてという形でさせていただきます。 

 玉川地域や荻野地域など山間部において鳥獣被害が非常に顕著に見られるわ

けですけれども、銃器によって駆除などがかなり必要とされますけれども、逆

に鉄砲の音を嫌ってオオタカが営巣木を移ったりとか子育てを放棄したりする



ことも一方には心配されております。例えば１つの担当部担当課がそれぞれ相

反する、つまり有害の鳥獣を駆除しなければならないということと動物を保護

しなければいけないという相反する施策を時として求められるわけですけれど

も、こうした点について、判断の基準などについてちょっと教えていただけれ

ばと思います。 

 

◯加藤恒雄環境部長 有害鳥獣の件でございますが、イノシシについては厚木

市が有害鳥獣の駆除についての許可を出しています。シカに対しましては、こ

れは県でございます。私どもがイノシシの駆除を許可するに当たりましては、

当然オオタカの営巣区域、その周辺は除いて許可をしている、そういう実態が

ございます。また、県におきましても同じ情報を持っておりますので、シカの

駆除につきましても、現在確認されておりますオオタカの営巣地、その周辺は

不許可という形で整合をとらせていただいております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 さきに発行されました厚木市緑の基本計画というもの

がありますけれども、この中には野生動物保護地区を指定することができると

いうことで、特定の野生動植物の保護のために特に必要とする区域がある場合

は指定の検討対象とするとありますけれども、今現在指定がありませんが、例

えばオオタカが生息する西山地域などに対するこうした野生動物保護地区への

指定といったものは検討されないのでしょうか。 

 

◯加藤恒雄環境部長 確かにオオタカにつきましても絶滅が危惧されている貴

重な鳥類だという認識は持っております。ただ、特にオオタカが例えば区域を

指定してまでも保護すべきものかというのは若干の意見の相違があろうかと思



いますが、現段階では特にそういう保護地域を指定するという考えは持ってご

ざいません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。ただ、その辺、かなり開発とそういっ

た希少生物の保護といったものは時として相反するわけですけれども、やはり

そこは大胆にやっていただきたいと思います。 

 続いて、担当課は戻りますけれども、学校へのビオトープの対応ということ

で再質問させていただきます。 

 先ほどの教育長のお言葉ですけれども、ビオトープへの対応といったものが

各学校ごとに異なるということですけれども、これは必ずしもすべての学校に

ビオトープをつくるというわけではないというふうに判断してよろしいんでし

ょうか。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 現在市内の学校でビオトープを持っている学校

が４校ございます。これのできた経緯ですけれども、それぞれの学校の環境教

育を進めている中で、子供たちとの学習の中でこういうものをつくろうという

ことででき上がったものでございます。基本的には環境教育を進める中で、そ

の学校の置かれている条件等、それから子供たちの学習の深まり、こういうも

のをもとにしながら対応してまいりたいというふうに考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 先ほども触れましたこの厚木市の緑の基本計画におい

てはこう書いてあります。「特に、教育施設での積極的な緑化活動を進め、自

然環境学習のできる施設内緑化（ビオトープなど）の推進や緑化活動への参加

を推進します。」とありますけれども、これは担当課は違いますけれども一致



した意見で、例えば、当然であろうと思いますが、ともに会合しながらこうい

ったものの推進を進めていると考えてよろしいのでしょうか。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 基本的にはそこに書かれている方向性で進んで

おるわけですけれども、具体的にどうしていくかという問題につきましては、

それぞれの学校の環境教育の進み方、子供たちの関心の持ち方、そういうもの

で考えていこうということが基本スタンスでございまして、実はビオトープを

子供たち自身がつくるということも重要な環境教育活動の一環だという基本的

な考え方があります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 本日もほかの議員がかなり取り上げられまして、非常

にショッキングな長崎県佐世保市の事件がありました。自然と触れ合う機会の

提供といったものは、やはり子供の心のバランスを保つことにも大いに役立つ

と考えます。このような悲劇を未然に防ぐためにも、ぜひとも学校内ビオトー

プに限らずということも当然なんですけれども、やはり自然と触れ合うきっか

けとしていただきたいというふうに考えております。 

 次に、また順番が前後しますけれども、集合型タクシー導入を含む公共交通

空白地域の対策というふうなことについて質問させていただきます。 

 やはり先ほどの緑の基本計画というもののアンケートにもあるわけですけれ

ども、そのアンケートの中に、公園を利用しない理由というふうな中で、歩い

て行けるところに公園がないというふうなことが、例えば小鮎地区では 39.1％、

依知地区では 35.5％というふうな数字があります。こういうふうな人たちに、

歩いて行けるところにないという、しかもバスではなかなか行けないという人

たちに対して、例えばワゴンタイプのタクシーを使ったような循環型バスの導



入をすれば、こういった要望にもかなりこたえ得るし、もしくは長崎市のよう

な状況を考えますとかなり実現性も高いし、極めてこういう要望に合致した政

策だと思うんですけれども、それに対してのご意見をお聞かせください。 

 

◯木村正彦市政企画部長 乗り合いバスを使って公園等に手軽に行けるように

したらどうかというご質問だと思いますが、実は先ほど森屋議員のご質問にも

市長からお答えしてございますけれども、まず目的が買い物であるとか、ある

いは学校に行くときとか、病院に行くときとか、そういうときによって公共交

通というのが今利用されているのが実態でございます。したがって、ただいま

申し上げました公園に行くのに乗り合いタクシーをということの視点では検討

はしてございません。ただ、交通のいわゆる不便地域と言われる場所が平成 14

年度の交通改善調査の中で５カ所ほどございます。それの代替ということで、

ミニバスあるいは乗り合いタクシーという議論もしてございますが、いずれに

いたしましても、市民の皆様がそういうものを望んでいるかどうかということ

がまず大前提になってございます。そういった意味で、昨年の調査の中でも市

民の皆さんにアンケートをお願いいたしまして、しかも自由な意見を書いてい

ただいてございます。全体で 2178 件の自由意見がございました。その中で特に

乗り合いタクシーのご意見が５件ということで非常に件数も少ないという問題

もございますし、乗り合いタクシーそのものも、道路運送法の問題で、現在個

人タクシーが 15 台ほど運行されておりまして、厚木市全体では 251 台のタクシ

ーがございます。その辺の業者の方との問題も大きな問題でございますので、

果たしてどういう形で考えられるかということも引き続いて検討してまいりた

いというふうに思います。 

 



◯３番 佐藤知一議員 要望、アンケートのとり方にもさまざまあると思うん

ですけれども、特に中心市街地に車で行くのはおっくうだという意見もありま

すし、バスも利用しようとすると本厚木行きみたいになってしまうわけですね。

ですから、ある特定の地域で循環型バスで、例えばこちらで公園に行って、帰

りにどこかのスーパーマーケットに寄って戻ってくるといったようなものをつ

くっていけば、一極集中を回避できるのではないかというふうに考えておりま

す。 

 さまざまな事例がたくさんあって、厚木市には一概には取り入れられないよ

うなものもあるかもしれませんけれども、しかしながら、私が長崎市にほかの

委員会のメンバーと一緒に行ったときに思ったのは、例えばＰＦＩ方式、英国

型のＰＦＩ方式ですね、業者の方にもリスクを負ってもらって行うのであれば、

市の中でも十分に実現が可能なのではないかというふうには考えました。 

 次に、性教育に対する事柄について質問させていただきます。 

 一般的に教職をとる過程において性教育は位置づけられておりませんで、教

員の性に対する正しい知識の不十分さが性教育に対して及び腰になっていると

いう指摘もたびたびされます。例えば性教育に対する教員研修などは現在行わ

れているのでしょうか、お答えください。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 性教育に対する研修会のお尋ねですが、これは

性教育研修会等を実施しておりまして、それから県の教育センターで講座等が

あります。そこに教職員が派遣されます。それからあと保健所の事業の中にも

研修会がありますので、保健所の場合は講習会という名称ですが、そういうと

ころへ教職員を派遣しております。 

 



◯森住 勉副議長 佐藤議員、まとめてください。 

 

◯３番 佐藤知一議員 まとめます。性感染症に対して、やはり例えば子供た

ちに対しても非常に広まっているということを先日も専門の大学の先生とお話

をしました。厚木市において、特に地方のようなところの方がかえって深刻で

あるというふうなものもあります。幸いにして厚木市などは女性外来の設置な

どが市立病院で行われているわけですけれども、そういったところを例えば利

用していくような施策を市の方に求めます。 

 また加えて、一番 初に私が取り上げました県内そして市内での中学校に対

する評定の格差、これに対しては早急に対応してください。 

 以上、質問を終わります。どうもありがとうございました。 

   ────────────── 

 

◯森住 勉副議長 本日はこれで延会いたします。 

   ━━━━━━━━━━━━━━ 

     午後５時 30 分  延会 

 


