
2004.09.07 : 平成 16 年９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 中学校選択制導入について 

 （ア） 中学校選択制導入のメリットは何か。また、デメリットがあるとすれ

ば何か。 

 （イ）手段と目的は合致しているか。また、施策について整合性がとれてい

るか。 

 （ウ）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 厚木市立病院のインフラについて 

 （ア）電子カルテの導入及び運用システム全体のリフォームは考えているか。 

 ウ 市内における豪雨による水害・土石流対策について 

 （ア）市内における豪雨などによる水害、土石流に対する備えは十分か。 

 エ パブリックコメント制度対象案件の拡充について 

 （ア）パブリックコメント制度の対象案件の拡充及び例外なき導入について

考えているか。 

 

 

※ 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。 



2004.09.07 : 平成 16 年９月定例会（第２日） 

 

◯齋藤仁礼議長 佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）民主党を代表いたしまして、通告に従い質問

させていただきます。 

 初めに、来年度より導入をする学校選択制についてでありますが、今もって、

この施策の導入に至った根本の理念と価値観の共有が十分になされている、そ

ういった状況であるとは私には思えません。そこで、中学校選択制導入のメリ

ットは何か。また、デメリットがあるとすれば何かということ。 

 そして、そもそもこの施策を導入するに至った問題に対する解決にこの施策

は有効に働くのか。つまり手段と目的は合致しているのか。施策について整合

性がとれているかについてご説明いただきたいと考えております。 

 現実の問題として、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、個々の中学校によって高校入試に有利不利が生じております。この問

題を市は認識しているのか。もしくは認識しているとするならば、今後どのよ

うに格差の是正を行うのか、もしくは行わないのか、その方針をお示しくださ

い。 

 次に、厚木市立病院のインフラについてお尋ねいたします。 

 市長におかれましては、本年２月定例会においてオーダリングシステムの開

発を明言されましたが、まずもってその進捗状況をご説明ください。また、病

院施設全体にかかわるフレームの再構築に伴い、ＩＴのまちあつぎにおいても

当然電子カルテの導入がご検討されているものと考えますが、その点について

はいかがでしょうか。 



 次に、近年、季節外れの豪雨などにより全国各地で浸水などの水害や土石流

を初めとする土砂災害などの被害が相次いでおります。この夏に新潟、福井両

県を襲った豪雨に続き、台風 16 号では逃げおくれた高齢者の犠牲が目立ちまし

た。被害に遭った自治体の多くは、地震に対する備えはあったにもかかわらず、

水害に対しては十分な警戒をしておりませんでした。台風 18 号もけさ方九州に

上陸し、19 号も関東方面に向けてその歩みを進めておりますが、当市における

豪雨による水害や土石流を初めとする土砂災害に対する備えについてお聞かせ

ください。 

     （萩原新吾議員退席） 

 次に、本市においては第３次行政改革などにおいてパブリックコメントが行

われましたが、学校選択制や行政評価システムを初めとしたＮＰＭ（ニュー・

パブリック・マネジメント）手法などトップダウン的なアプローチが求められ

る施策の導入に当たりましても、市民の声をより広く求めていく必要性がある

と考えております。パブリックコメント制度の対象案件の大幅な拡充もしくは

例外なき導入をしていくべきであると考えますが、いかがでしょうか。 

 以下、質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 中学校選択制導入について 

 （ア） 中学校選択制導入のメリットは何か。また、デメリットがあるとすれ

ば何か。 

 （イ）手段と目的は合致しているか。また、施策について整合性がとれてい

るか。 

 （ウ）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 厚木市立病院のインフラについて 

 （ア）電子カルテの導入及び運用システム全体のリフォームは考えているか。 

 ウ 市内における豪雨による水害・土石流対策について 

 （ア）市内における豪雨などによる水害、土石流に対する備えは十分か。 

 エ パブリックコメント制度対象案件の拡充について 

 （ア）パブリックコメント制度の対象案件の拡充及び例外なき導入について

考えているか。 

 以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

 

◯齋藤仁礼議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員から幾つかの質問をいただきまし

たけれども、そのうち中学校の選択制導入につきましては後ほど教育長からご

答弁させていただきます。 

 私の方からは、厚木市立病院のインフラについて、電子カルテの導入及び運

用システム全体のリフォームは考えているかとのお尋ねでございますが、現在、

市立病院では、患者サービスの向上と効率的なシステム運営を図ることを目的

に、オーダリングシステムの開発及び院内各部門システムの整備を図っている

ところでございます。 

 このオーダリングシステムは、電子媒体でのカルテ保存を可能にする電子カ

ルテ機能の一部を有しております。ことし 10 月からは、診療予約や薬の処方、

検体検査オーダーなど一部について稼働させる予定であります。平成 17 年中に

は、処置や放射線検査などのオーダー、各部門システムの整備、システム間の

接続などを終え、トータルオーダリングシステムとしてフル稼働ができるよう



進めているところでございます。 

 次に、市内における豪雨による水害、土石流対策について、市内における豪

雨などによる水害、土石流に対する備えは十分かとのお尋ねでございますが、

現在、厚木市地域防災計画風水害等対策編に基づき、豪雨による河川の増水や

土石流危険渓流箇所のパトロールを実施しているところでございます。万が一、

増水や崩落等のおそれがある場合に、市民に対し、必要な避難勧告を防災行政

無線、広報車等により周知するとともに、消防機関及び自主防災隊等の協力を

得て安全な避難場所へ避難できるよう体制を備えておるところでございます。 

 次に、パブリックコメント制度対象案件の拡充について、パブリックコメン

ト制度の対象案件の充実及び例外なき導入について考えているかとのお尋ねで

ございますが、パブリックコメント制度は、市の政策や計画等の策定に当たり、

幅広い市民の意見を反映するための制度であり、これまで総合計画を初めまち

づくり条例等において多くの市民の参加をいただき、そのご意見を反映して策

定するなど、この制度の実践に努めてまいりました。この制度の対象となる案

件につきましては、行政が提案する事項で、市民生活を営む上において必要な

計画などを考えておりますが、現在、庁内に検討組織を設け、制度内容や対象

案件に対する統一的なルールの確立に向け検討を進めているところでございま

す。 

 私からは以上でございます。 

 

◯齋藤仁礼議長 教育長。 

 

◯長谷川美雪教育長 （登壇）中学校選択制導入について、中学校選択制導入

のメリットは何か。また、デメリットがあるとすれば何かとのお尋ねでござい



ますが、メリットといたしましては、市内の中学校から希望する中学校を選択

することが可能になります。通学距離や部活動、友人関係などの理由で希望す

る中学校を選べることが、新中学１年生や保護者の多様なニーズにこたえるこ

とになると考えております。 

 デメリットにつきましては、特に想定できるものはございませんが、あえて

申し上げれば、通学距離が長くなることが考えられます。 

 なお、市民の皆さんからの問題点等についての問い合わせはございません。 

 次に、手段と目的は合致しているか。また、施策について整合性がとれてい

るかとのお尋ねでございますが、中学校選択制は、新たに中学１年生になる児

童が、個性を伸ばし、充実した中学校生活を過ごせるようにするため、希望す

る中学校を選択できるようにするものであります。また、施策の整合性につき

ましては、小・中学校長会や教育委員会などにおいて十分な協議を行い、整合

を図っております。 

 次に、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、いわゆる絶対評価につきましては、

各学校が指導目標に照らした評価規準を作成し、評価や評定を実施しておりま

すので、学校間での違いは生じることがございます。しかし、大きな格差が生

じることは客観的に見て望ましいことではないと考えております。教育委員会

といたしましては、信頼性のある評価が各学校で実施されるよう、評価方法等

の工夫改善と精度を高めるための取り組みを進めております。 

 

◯齋藤仁礼議長 ここで 10 分間休憩いたします。 

     午後３時 51 分  休憩 

     （奈良握議員退席） 



   ────────────── 

     午後３時 59 分  開議 

 

◯齋藤仁礼議長 再開いたします。佐藤議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。それでは、若干順番を入れ

かえまして再質問させていただきます。 

 まず、厚木市立病院のインフラについてというところの電子カルテの導入及

び運用システム全体のリフォームは考えているかに関連して質問させていただ

きます。 

 市長の答弁の中から拾いますと、現在開発を進めているオーダリングシステ

ム、これは電子カルテの機能を有すると言われておりますけれども、具体的に

わかりやすく説明していただけますでしょうか。 

 

◯矢口富雄病院事業局長 オーダリングシステムを今構築しておりますけれど

も、電子カルテの機能を有しているという部分の説明ということでお答えした

いと思います。 

 （萩原新吾議員、高橋徹也議員復席） 

 オーダリングシステムを行いまして最終的に端末に打ち出される画面ですけ

れども、そこにはカルテとして使えるような機能の一部を有しております。医

師または看護師、そういった医療関係者からいろいろオーダーは出るわけです

けれども、これら診療日ごとに薬の処方情報や一部の検査結果などを初め各種

の記録が保存されるようになっております。処方せんも即時にプリントアウト

できることになっております。今いろいろ医師の方が処方を書かれるんですけ



れども、なかなか解読しにくい字もございますが、そういったとかくありがち

な読みにくい処方せん、そういったものもわかりやすい正確な処方せんになり

ます。 

 また、検査結果につきましても、他の診療科でオーダリングを画面上で見る

ことができるようになります。オーダリングシステムのフル稼働時、これは平

成 17 年を予定しておりますけれども、各部門に対しまして正確な情報を迅速に

伝達することが可能になると考えております。 

 ただ、電子カルテ化がすぐ進むかというと、またシステム構築が違う部分が

ございまして、いろいろ内部で協議はしておるんですが、一応病院も経営を行

っておりますので、経営的な面、また施設的な面、こういったものがございま

すので、現時点ではこのオーダリングの方に精いっぱい頑張っていきたい、こ

う考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。それでは、電子カルテの機

能を有するオーダリングシステムというんですけれども、現在もさまざまな病

院においては、もう既にオーダリングシステムを入れているところもたくさん

あると思うんですけれども、我が市において開発を進めているそのオーダリン

グシステムの特徴を今度は少しわかりやすく、今度はちょっと短目に発言して

いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

◯矢口富雄病院事業局長 現在行っておりますオーダリングシステムの特徴と

いうことですけれども、発生源入力、これは当然ですけれども、先ほど申し上

げましたように、医師、看護師などが入力した処方や指示が迅速かつ正確、ま

た診療、検査、会計、記録部門に情報が伝達されます。したがいまして、医療



過誤の防止、患者サービスの向上、医療の質の向上、事務の効率化、合理化の

推進に大きな寄与ができるものと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。電子カルテですとかオーダ

リングシステム導入に当たりましては、これまでもほかの病院においても非常

にご苦労されていると聞いています。特にベテランのドクターほどこういった

ものはなかなか嫌がるとお聞きしておりますけれども、ぜひとも頑張っていた

だいて推進していただきたいというふうに考えます。 

 また、これは違う病院でもあったんですけれども、新しいシステム導入に当

たっては、職員も含めて非常にご苦労をされると。時としてシステムがとまっ

てしまうというふうなことも耳にしますので、ぜひともそういったことも責任

を持って行っていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。豪雨による水害、土石流対策なんですけれども、９月

１日、神奈川新聞の１面記事によりますと、県内市町村の安否情報提供の準備

状況という一覧表において、厚木市はホームページにて公開するかという項目

には「検討中」とありまして、掲示板などにおいて情報提供を行うかという項

目につきましては既にありますというふうに書いてあったんですけれども、こ

の詳細についてお聞かせください。 

 

◯會田 孝防災担当部長 ただいま新聞記事でということで、本件につきまし

ては報道機関から電話問い合わせがございまして、まず１点目の「検討中」と

いうお尋ねでございますけれども、現在、庁内組織であります地図情報システ

ム部会がございまして、その中で避難所における安否確認情報の提供について

検討をしているということで「検討中」という回答をしております。 



 ２点目の掲示板「あり」ということは、例えば学校に避難所が設けられます

が、そこに紙ベースで掲示をするという方法でございますので「あり」という

ふうに回答したものでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。それでは、例えば地域によっ

ては、ネット上の掲示板を利用して安否情報の確認に利用しようとしている自

治体もあります。例えば地方に離れて住んでいる家族に対しても、災害があっ

たときに安否情報が出ていれば、やはりこれは心配でまた戻ってくるとか、そ

ういったことにも利用されたり、また逆もあると思うんですけれども、ＩＴの

まちあつぎとしては、こうした安否情報の確認にインターネットを用いた掲示

板の安否情報、こうしたものは検討されているのでしょうか、教えてください。 

 

◯會田 孝防災担当部長 ただいま前段でお答えしましたシステムの中で、当

然これは厚木市のホームページに載るということでご理解をいただければ、市

外にあっても画面から見れるというふうにシステムが構築されるということで

ございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 この夏に新潟、福井両県を襲った豪雨に続きまして台風 16 号では逃げおくれ

た高齢者が犠牲となりました。これが非常に目立ったわけですけれども、こう

した方たち、つまり高齢者たちの把握は十分に市としてなされているのでしょ

うか、お答えください。 

 



◯會田 孝防災担当部長 大きな災害があるときは市は災害対策本部というも

のを設置いたします。その中で健康福祉対策部という部もできまして、福祉行

政の中で今お尋ねの人口統計とか寝たきりとかの登録制がありますので、その

内部情報を利用するというふうにして把握には努めてございます。 

 特に今議員からあったように高齢者の犠牲者が多かったという事実もござい

ますけれども、先ほど市長答弁にもありましたけれども、やはり避難をしてい

ただくというか、その辺の情報を行政は明確に伝えるということが一番大切か

なというふうに考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 また、国土交通省におきましては、１級河川を持つ流域の市町村に対して、

洪水などの被害を想定したハザードマップの作成を求めています。これは既に

１級河川を持つ 334 の市町村が作成済みでございます。これがあれば洪水があ

った際の安全な避難のルートを確認することができるといったものなんですけ

れども、私が知る限り、厚木市においてこうした洪水に対してのハザードマッ

プは見聞きしていないんですけれども、これに対して市としては既に対応して

いるのか、もしくはこれから検討しているのか云々、ちょっとご説明をお願い

いたします。 

 

◯會田 孝防災担当部長 洪水時のハザードマップの作成はということのお尋

ねでございますけれども、県内、厚木市に限れば相模川水系を、洪水の予報河

川を指定するために、現在、神奈川県が平成 14 年度から 17 年度にかけまして

調査を進めていると。これができますと市町村に公開をされていくという手順



で、この洪水予想というのを、相模川をまず県は指定をして、今申し上げたル

ールに従って公表していくという予定になっております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 厚木市には相模川水系と言われたんですけれども、ほ

かの１級河川についてもそれは同様なんですか。 

 

◯會田 孝防災担当部長 今私がご説明申し上げましたのは、去年の 12 月に説

明会がございまして、こちらでは相模川のみでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。 

 それでは同様に土石流などの土砂災害の危険性を示すハザードマップについ

てなんですけれども、県の厚木土木事務所が砂防危険箇所マップといったもの

を作成しているようですけれども、こうした地域の地元の認知度がいかがなも

のかということを教えていただきたいのと、また、先ほども言いましたけれど

も、市と県のそうしたものの連携状況についても加えてご説明いただきたいと

思います。 

 

◯會田 孝防災担当部長 土石流に関しまして、今議員おっしゃるとおりで、

これはハザードマップという言い方は県はしてございませんで、危険箇所マッ

プということで確かに県でつくっております。既に神奈川県のホームページに

この地図が載っておりまして、厚木市も当然ホームページがございますので、

その県の地図を市のホームページにリンクをして、市のホームページでも見ら

れるように近々に整備をしてまいります。これは市民の方に、ここが危険だか



らという備えや警戒、避難等に役立てていただくためにつくられておるマップ

というふうにご理解をいただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 私も山間地域の方に何人か聞いてみたところ、そんな

に多くではないんですが、やはりこの砂防危険箇所マップといったものの認知

度が、私が思っているよりも低いんではないかというふうに考えておりまして、

先日も国土交通省の持っていました土石流のシミュレーションの機械があるん

ですけれども、それを体験させていただきまして、そこには東丹沢と非常によ

く似た風景がありまして、かなりそれがダブって見えたんですね。厚木市にお

いてもそうした対策をぜひとも厚くしていただきたいというふうに考えており

ます。 

 加えまして、厚木市は地震の対策をかなり行っていると思うんですけれども、

これまでは地震の対策を行っていれば、これは水害にも生きてくるというよう

な考えを持っている自治体はかなり多かったわけですけれども、先般、中央防

災会議という国の組織は、８月５日、ことしの総合防災訓練大綱というものを

改定いたしまして、集中豪雨などを想定し、住民に対する情報伝達、高齢者な

どの災害時要援護者の避難誘導、災害時要援護者の救出、この３点を中心にし

た訓練の実施を求めているわけですけれども、厚木市としてこれに対しての対

応はどうなっているんでしょうか。 

 

◯會田 孝防災担当部長 おっしゃるとおり、今まで地震ということで訓練は

重ねておりますけれども、今おっしゃるとおり、避難することも助け出すこと

も、台風であっても同じかなと。今回特に、５日に実施したわけでございます

けれども、より実践的な訓練をしていこうということで、職員はもとよりでご



ざいますけれども、市内でたくさんの方に参加いただいて、より実践的な訓練

をしていただいたというふうに認識しております。 

 なお、水防ということの訓練でございますけれども、先ほど申し上げました

とおり、神奈川県でいいますと相模川と酒匂川がございまして、隔年ごとに県

が主体となりまして沿川の市町村と合同で水防の訓練はされておりまして、私

どもは消防を含めまして両方とも参加をしているという状況もお知らせをさせ

ていただきます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 避難体系などによって、やはり水害と地震がかなり似

通っているということも当然言われるわけですけれども、しかしながら、例え

ば 2000 年９月の東海豪雨では、地震の避難場所に指定された学校や公民館など

に対して、大多数、およそ８割の方がたどりつくことができなかったと言われ

ています。つまり自分の家が浸水してしまって、学校まで行こうとしても全部

水に覆われてしまっているので、私たち若い世代以上の人だけではなくて、や

はり避難が物理的にできない。そうなってしまいますと避難体系といったもの

は全く意味をなさなくなるわけですね。ですから、先ほどもあれですけれども、

それぞれの自然災害に応じた訓練をしていくべきだというふうに考えます。が、

しかし、これを質問しても先ほどと同じだと思いますので、ぜひとも努めてい

ただきたいというふうに考えております。 

 今のお答えの中にも５日の防災総合訓練といったものが出てまいりました。

私も４カ所ほど回らせていただきましたけれども、そのときに、こんな意見や

要望がありました。１つ目は、参加者よりも役員の数の方が多いんじゃないか

と。参加者がなかなか少ないねというようなことでした。行政は市民に対して

きちんとした情報を公開して、もう少し啓発してほしいなというような意見が



ありました。これはやはり啓発に努めていただきたいと考えます。 

 ２つ目が、当日は残念ながら途中から雨が降ってきてしまったんですけれど

も、地域によっては数十分で終わってしまって、実質、訓練になってないんじ

ゃないかという声もありました。全市同時に行うのも結構だけれども、逆に例

えば消防署の職員も含めて担当職員がそれぞれの地域を回るような形にしたら

どうかというような意見がありましたけれども、これに対していかがでしょう

か。 

 

◯會田 孝防災担当部長 今いろいろご要望等ございました。先ほども申し上

げましたとおり、地域それぞれいろいろな形で特性、地域性というんですか、

そういうことがありますので、今のご意見を踏まえまして自主防災隊等いろい

ろ工夫をして、いざというときの備えに活用していきたいというふうに考えて

ございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 例えば毎年同じ形でやっていると、どうしても形骸化

してしまったり、天気もこの間は小雨だったんですけれども、もう少しひどく

なってしまったら、やはり形骸化もより進んでしまうと思うんですよね。きち

んとした専門職がそれぞれの地域を回るというようなこうしたアイデアという

のは―じゃ、こうしましょう。例えば市内 134 カ所、１万 7000 人以上の市民が

一遍にこうした防災総合訓練を行う必要性をもう少し説明していただけますで

しょうか。なぜ一遍に行わなければいけないのかということです。 

 

◯齋藤仁礼議長 佐藤議員、水防に関しての件でよろしいですか。 

 



◯３番 佐藤知一議員 構わないです。 

 

◯會田 孝防災担当部長 ９月５日ということでことし実施いたしましたけれ

ども、例年国で定めております防災週間の中で実施という基本的なところがご

ざいまして、今までその週間の中の日曜日に実施しているということでござい

まして、一斉にというのはその日を中心にということで実施しておるところで

ございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、次のパブリックコメント制度の対象案件の拡充についてに質問を

移らせていただきます。 

 パブリックコメント制度の例外なき導入を含めた対象案件の拡充についてで

ありますけれども、例外なくとは申しましても、それぞれの地域においては、

迅速性、緊急性を認めるもの及びごく軽微なもの、そして国、県などの上位計

画などと整合性を図るため市の裁量の余地がない計画、そして意思決定を行う

際に意見聴取の手続は法令で定められており、重複してパブリックコメントを

とる必要がないと思慮されているもののように、通常市町村のパブリックコメ

ントにおいて適用しないものを除いてという意味でございますけれども、先ほ

どほかの議員も聞かれましたとおり、今回の学校選択制導入などについて市民

からそういった意見が、例えば先ほどのデメリットの件に関しては意見がない

と言われましたけれども、こうしたものに対してこれまでパブリックコメント

を求めようといったような意見はなかったのでしょうか、お答えください。そ

れでは教育の方でお願いします。 

 



◯能條 孝学校教育担当部長 この学校選択制とパブリックコメントの関係で

ございますが、実はこの学校選択制を導入する法的な根拠は学校教育法の改正

でございます。学校教育法の改正の中に、就学決定に当たっては、事前に保護

者の意見を聴取することができるという条文が新たに、平成 15 年だったと思い

ますが、創設されました。文部科学省は、この条文を創設するに当たってパブ

リックコメントを実施して、そしてこの条文ができたというふうに聞いており

ます。 

 そんな流れの中で学校選択制があるわけなんですが、それより何よりも、教

育改革を進めていく上で、広く市民の方々に意見を聞きながらプランを練って

いくことが大事だということで、このパブリックコメントに当たるかどうか、

私としては専門的にちょっとよくわからない面がありますが、しかし、グルー

プヒアリングとして市内 14 地区でヒアリングを実施し、その中で学校選択制に

ついては、この段階では通学区域の自由化とか、いや、通学区域の弾力的な運

用だとか、そういう２つの意見が出されて、それに基づいてその後の改革推進

会議では選択制という形で意見が集約されていたということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それでは総務部の方に当たると思うんですけれども、

例えば行政評価などのニュー・パブリック・マネジメント手法などについて、

これまでそうしたパブリックコメント制度を導入しようといったような動きは

あったのでしょうか、お答えください。 

 

◯都高 泉助役 行政評価制度は今試行で、来年度から本格的に導入というこ

とで考えておりますけれども、行政評価制度をつくってきた経過の中では、今

議員ご指摘のパブリックコメントというものを率直に言って導入してきた経過



はございません。しかしながら、この行政評価制度は、この後、公表という部

分を前提の話として厚木市では考えております。したがいまして、この行政評

価が出た後、これを市民の皆さん方にご提示をしてご判断いただくということ

で考えておりますので、その意味でいけば、その趣旨、意図は果たしていける

のかなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。先ほども教育の方の学校選択

制導入についてのパブリックコメントの方で言われた市民の意見を広く聞くと

いうようなことなんですけれども、例えば市が地元に対して説明を行ったとし

ても、私たちの世代というのは仕事の関係などもあってなかなか出席できない

ような状況もありますし、また、自治会の会合に出席しても、例えば厚木市に

対してもそうですけれども、これだけ施策が複雑化してくると、市から自治会

長、自治会長から住民というような形で情報が正しく伝わらないこともままあ

ると思います。例えば市の政策をもっと知りたい、キャッチしたい、コミット

していきたいというような市民の要望に対して、このパブリックコメント制度

というのは非常に有用だと思いますので、市長の答弁でも今後とも広く検討し

ていくというようなお答えがありましたので、ぜひともよろしくお願いしたい

と考えております。 

 それでは続きまして学校教育の方なんですけれども、先ほども言われました

けれども、この厚木市の教育改革プランの中に学校選択制があるわけですけれ

ども、まず第１にちょっとはっきりしておきたいのが、この教育改革プランと

いうのは見た目マニフェストみたいなものなんですけれども、これは例えば位

置づけとしては市民との約束であるというふうに考えていいのでしょうか。こ

の発行元は厚木市と厚木市教育委員会ということで、市長もしくは教育長から



ちょっとお答えをいただきたいんですけれども。 

 ごめんなさい、続けて補足しますけれども、つまりこの位置づけは、こうす

ることを前提として行いますよといったはっきりした決意なのか、もしくは今

後改定していくことがある何らかの目安になるような位置づけなのかというこ

とをちょっとお聞きいたします。 

 

◯長谷川美雪教育長 策定した段階では一応28項目実施の方向で検討していく

ということなんですけれども、そこにも書いてありますように、年度を追って

検討、あるいは実施という年度がございますけれども、これを検討していく中

でもってよりいいものがまた出てくれば改定しなきゃならないし、常に改革と

いう目でもってこれを見ていきたい。ただ、その前提となるものとして、一応

この 28 項目を教育改革の目安として置い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。今後検討もあり得るというようなこと

ですけれども、それでは、先ほどもちょっとあったんですけれども、さきの議

会の中で教育長が学校選択で希望者が多数あふれてしまったときには抽せんを

行うといった発言をされたんですけれども、その後これが変えられました。書

類審査と面接というのは先ほどのほかの議員の質疑応答でわかったんですけれ

ども、それが変わった経緯について、なぜ抽せんを取りやめたのかということ

をちょっと詳細にご説明いただきたいと思います。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 確かに今の抽せんの件ですが、議員ご指摘のよ

うに６月の議会ではそのようなお答えをさせていただいた経緯がございますが、

学校選択制全体の計画を詰めながら教育委員会での論議等の中で、やはりいろ



いろな学区制を維持し、そして通学区域制度は維持し、そして指定された決め

られた学校以外に希望があればそれを受け入れましょう、そういう制度にしま

しょうという形の中で、あとは施設的な規模がありますので、どうしても受け

入れ枠は設けざるを得ない。 

 受け入れ枠を設けたときに、それでは希望者がオーバーした場合どうするか

ということで、他市町村、先行市では抽せんということが明記してありまして、

一応それを参考にしながら計画全体を立ててみたわけなんですが、いろいろ検

討する中で、教育委員会議の中でも、やはり教育的に見てどうか、抽せんとい

うことが義務教育としてなじむのかどうかということが非常に大きな論議にな

りまして、やはりそれは教育ですから、話し合って納得していただいてという

教育本来の手法で対応していくことが大事じゃないのかというご意見等があり

まして、いろいろ考えてみますと、その方がやはり教育的であると。学校選択

制そのものが、選択する生徒からすれば、やはり自分で選択していく、そして

目的を持って中学校に行く、そういう教育的な契機を大事にしていくというこ

とであるならば、やはり教育的な対応が必要であろうということで、話し合い、

書類審査と面接という形になっ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した。それではさまざま細かいと

ころでちょっと変わっているということで、もう１度確認の意味で質問させて

いただきますけれども、この厚木市教育改革プランの中に書いてあるところに

よりますと、学校選択制導入に当たって、初年度は中学校の新入学生徒を対象

に行い、小学校においては、中学校の動向や児童数推移を見ながら導入につい

て研究するとありますけれども、この流れは今もってお変わりありませんか。 

 



◯能條 孝学校教育担当部長 おっしゃるとおりでございまして、中学校で導

入する意味は先ほど申し上げましたが、入学に当たって就学指定を教育委員会

はする責務がありますので、その就学校を指定するに当たって、お子さん、そ

れから保護者の意見を聞きながらということの中で選択制があります。 

 小学校につきましては、これは今おっしゃったように中学校の実施状況等を

見ながらでありますが、もう１つ、プランにも書いてあると思いますが、施設

的な条件がありまして、そういう面から考えて小学校は少し研究が必要である

ということであります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 次に、手段と目的は合致しているかといった趣旨で質

問させていただくわけですけれども、ちょっと長いですが、この中から引用さ

せていただきます。「子供や保護者が通いたい学校を選択できないことは学校

教育の画一性を招き、子供の自主的精神を妨げることも懸念され、また、子供

や保護者の中には、学習活動や部活動の関係などさまざまな理由から、みずか

らが選んだ学校で学びたいという声が多くなっています。」と。 

 この声に基本的にこたえる形で学校選択制が行われるわけですけれども、本

来の趣旨に照らし合わせてみれば、中学校がどんなところかわからないような

中学校１年生時に選ばせるよりも、しかもワンチャンスではなくて、実際に中

学校へ入学してほかの中学校の様子もよくわかるような状況の中で選択できる

ようにする方がより適切であるというふうに考えるんですけれども、この点に

ついてもう少しご説明ください。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 中学１年生の新１年生の時期になぜ選択させる

のかというご趣旨のご質問だというふうに理解いたしますが、先ほど申し上げ



ましたが、学校教育法の改正に基づく法的な根拠、これが１つであります。そ

れからもう１つは、今子供が選択できるという教育的な意義、これがあります。

そういうことの両方の中から、中学１年生が入学を指定するに当たって選択制

を実施するということでございまして、そのような考え方の中で、この中学校

１年生になる児童への選択制ということになります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 本来の趣旨に照らし合わせれば、もう少し柔軟にとい

うふうなものもある一方で、やはりシステムを実行しなければいけないという

中では制約があるのは仕方がないかなと思うんですけれども、やはりいずれに

せよ意見をより聞いていただきたいというふうに考えております。 

 そしてもう１つの点ですけれども、例えば学校選択を行うには、やはり残る

にしろ移るにしろ、当然ですけれども学校の内情を深く知る必要があるわけで

すね。既に本年度よりその一部が実施されている学校外部評価制度なんですけ

れども、この意味においては非常に有用な制度だというふうに考えるわけです

けれども、特に既に行われている保護者や地域住民の声を反映した学校自己評

価制度ですけれども、今年度、平成 16 年度の評価結果につきましては当然すべ

て公表されるんですよね。一応確認のために、お願いします。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 自己評価制度につきましては、今評価の準備を

進めておりますが、結果については公表したいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 失礼いたしました、平成 16 年度実施ということで、も

う既に行われているのかなというふうに思ったんですけれども、これは外部の、

例えば厚木中学校学区の者が玉川中学校学区のものを、要するに学区を超えて



その学校の評価を知ることはできるという意味での公表と考えてよろしいんで

すね。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 そのように考えていただいて結構でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 さきの議会でも取り上げました絶対評価による評価割合、それぞれの中学校

でやはり格差があると言わざるを得ないと。絶対評価ということなので、すべ

てが同じである必要はないと僕も思うんですけれども、しかしながら、その評

価に対して責任を持つということであれば、即刻オープンにするべきだと。例

えば横浜市はそれを決めましたけれども、厚木市については、やはりこれをオ

ープンにするのでしょうか。お答えください。 

 

◯能條 孝学校教育担当部長 オープンにする方向で今考えております。それ

で、その前段で、これは６月にもお答えいたしましたが、まず各学校で、我が

校はこういう評価規準で、こういうふうに評価をし、このように評定をします

ということを保護者と生徒によく説明をする。これをまず徹底することが大事

だというふうに考えて、今取り組んでおります。今年度になりまして、学校に

よっては単元ごとに評価規準を事前に生徒に説明し、学習意欲を引き出そうと

している学校もあります。いずれにいたしましても、現在のところ、評価規準

の保護者への説明を十分行うということに今取り組んでおりますので、これを

より充実したいと考えております。 

 

◯齋藤仁礼議長 佐藤議員、まとめてください。 



 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。例えば国の文部科学省から

の指導などもあって、難しい点も多いと思いますけれども、非常に期待してお

りますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは質問を終わります。どうもありがとうございました。 

 


