
2006.06.09 : 平成 18 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 子どもを健やかにはぐくむ環境の提供について 

 （ア）複雑化する家庭内虐待・ＤＶ・蔓延する禁止薬物などへ対応する体制

は十分に整っているか。 

 （イ）学校及び地域での安心安全について、市の考える課題は何か。 

 （ウ）ファミリーサポートセンターの活動の中で改善した点といまだ残る問

題点はあるか。 

 イ 豪雨などによる水害・土石流対策について 

 （ア）市内における水害・土石流に対する備えは十分か。 

 ウ 持続可能な発展と環境循環型社会の構築について 

 （ア）環境の視点から見た農業政策、環境整備への取り組みはどのようなも

のか。 

(2) 教育行政について 

 ア 市内中学校の評定格差及び評価規準について 

 （ア）評定格差及び評価規準のばらつきによる問題や課題はあるか。 

 

 

※ 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。 



2006.06.09 : 平成 18 年６月定例会（第２日） 

 

   ────────────── 

     午後３時 51 分  開議 

 

◯森住 勉議長 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、佐藤知一です。通告の要旨に従いま

して、順次質問をさせていただきます。 

 いよいよ本日より梅雨に入りまして、うっとうしい時期となりました。しか

しながら、この雨の季節が、農作物や森の木々の夏の大きな成長へとつながる

ことになります。 

 本日は最後の質問となりますが、よろしくお願いいたします。 

 さて、近ごろ、子供や高齢者、障害者のような弱者に対する犯罪が目に余り

ます。テレビでは連日のように、秋田県能代市の男児殺害事件が報道されてい

ます。既に司直の手にゆだねられているわけですけれども、容疑者の亡くなっ

た長女は、昨年 11 月ごろ、汚れた服を着続けて、いつもおなかをすかせている

児童がいると、地元の小学校から担当の民生委員に連絡があり、学校を含めた

関係者たちも児童に対するネグレクトの事実を確認していたと報道もされてい

ます。 

 また先日、神奈川県厚木児童相談所が担当していた３歳男児が、ことし２月、

群馬県渋川市内で両親の虐待で死亡した事件をめぐり、第三者の有識者による

検討委員会は６月７日、男児の一時帰宅を認めた児童相談所の情報収集が不十

分だったなどとする検証結果をまとめ、県に提出いたしました。 



 そこで、子供を健やかにはぐくむ環境の提供について、複雑化する家庭内虐

待・ＤＶ・蔓延する禁止薬物などへ対応する体制は十分に整っているかについ

てお尋ねいたします。 

 あわせて学校及び地域での安心安全について市の考える課題は何か。 

 ファミリーサポートセンターの活動の中で改善した点といまだ残る問題点は

あるか。 

 子供たちを取り組む環境を中心に、市としての見解をお伺いいたします。 

 先日、神奈川県、厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村の１県３市１

町１村合同による水防演習が取り行われました。雨の中にもかかわらず、我が

市の自主防災隊の方々を初めとする各自治体関係者や自衛隊、警察なども交え

ての非常に大規模な演習となりました。 

 そこで、豪雨などによる水害・土石流対策について、市内における水害・土

石流に対する備えは十分か、お尋ねいたします。市としての考えをお聞かせく

ださい。 

 次に、持続可能な発展と循環型社会の構築についてお尋ねいたします。 

 この 100 年の間に、我が国は大きくさま変わりしてしまいました。当時と比

べ自由と平等が保障され、物は豊富にあり余る。欲しいものも、また同時に余

分なものも山ほどあって、文字どおりの豊かな生活社会の具現化に成功したの

であります。 

 一方で、人々はいやしの空間として、近年、身近に農業のある環境を見直し

つつあります。厚木市においても、各地で棚田や里地、里山が復興される動き

もあり、こうしたＧＮＰ、ＧＤＰに反映されないいやしの環境に大きな価値を

見出す人がふえています。農業のある風景が、世界一豊かで、また不景気な国

に生きる我々の心をいやすのです。 



 こうした動きと並行するように、1999 年、平成 11 年の通常国会では、新農業

基本法、改正ＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律）、

持続型農業促進法（持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律）が

成立いたしました。これにより、新農業基本法で我が国の農業は市場原理の徹

底を目指す一方で、自然循環機能の維持増進の必要性を重視し、農業の持つ多

面的な機能と非経済的価値の重視の２点についても政策的な担保を与えたと言

えるようになりました。 

 また、新農業基本法では、健全な食生活に関する指針の策定も明記してあり

ます。この流れを受けて、家族で食事をとらず一人一人ばらばらにとる食事、

一般的には孤食と言われますが、極端に偏った食事をとるなど食生活の崩壊が

指摘される中、正しい食生活を身につけて国民の健康と活力ある社会の実現を

目指そうとの目的で、食育基本法が 2005 年７月 15 日施行されました。食育基

本法においても、国や自治体に食育施策の推進を求める一方、生産者や食品業

者には安全な食品の提供を要請しております。身土不二という言葉が見直され

る昨今、その土地でとれたものを、その土地で伝えられている料理法、食事法

で摂取することが健康にもよいとの基本原理が、この法律からも見てとること

ができます。 

     （松田則康議員復席） 

 また、三大首都圏においては、農地は環境とした認識が定着しつつあります。

農産物を生産する場所として残すのではなく、環境を守るためにも残してほし

いとの要望も非常に強まっております。神奈川県においても、かながわ農業活

性化指針の策定を行い、神奈川県都市農業推進条例が可決され、本年度より既

に施行されているところでございます。都市環境の向上と食糧安全保障の両面

から考えて、都市農業の必要性はこれまで以上に高まることは自明であります。 



 私はこれまでも、２つの仮説を立てた上で環境政策に対し検証と提言を行っ

てまいりました。仮説の１つ目は、世界の食糧生産とその現状分析を、４つの

キーワード、日本の食糧自給率、バーチャルウオーター（仮想水）、フードマ

イレージと地産地消、水ストレスを用いて考え合わせると、これからの日本の

近い将来にとって、農作物、畜産物の輸入、安定的供給は非常に危うい状況に

あるのではないかということ。 

 ２つ目の仮説は、だれもが持続可能性を社会の存続条件として掲げる現在に

おいて、農業が持つ環境、景観保護の視点に立てば、もはやフリーライド（た

だ乗り）は許されないのではないか。農業が我々の生活に及ぼしている影響──

ここでは正の価値観でとらえた影響を指しておりますが──貨幣に換算できな

い価値を持つものとするならば、社会的共通資本、つまり公共財と考えるべき

ではないか。公共的なアプローチなくして存続が危ういとするならば、行政が

公的な介入、例えば環境直接支払い、もしくは市場化への助成などといったも

のを含めた政策を積極的に打ち出していくべきではないか。 

 以上２つの仮説を提示しつつ、農業の有する多面的機能と食育、地産地消に

着目し、地方自治体としての取り組みの実例を分析検証することにより、社会

的共通資本の考えをとらえつつ、これまでも提言を行ってまいりました。 

 そこで、環境の視点から見た農業政策、環境政策への市としての取り組みは

どのようなものか、お考えをお聞きいたします。 

 最後に、市内中学校の評定格差及び評価規準についてお聞きいたします。 

 この問題については、平成 16 年６月議会一般質問において取り上げさせてい

ただきました。あれからちょうど丸２年がたちましたが、その後、状況やシス

テムの変化などがありましたでしょうか。評定格差及び評価規準のばらつきに

よる問題や課題はあるか、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 子どもを健やかにはぐくむ環境の提供について 

 （ア）複雑化する家庭内虐待・ＤＶ・蔓延する禁止薬物などへ対応する体制

は十分に整っているか。 

 （イ）学校及び地域での安心安全について、市の考える課題は何か。 

 （ウ）ファミリーサポートセンターの活動の中で改善した点といまだ残る問

題点はあるか。 

 イ 豪雨などによる水害・土石流対策について 

 （ア）市内における水害・土石流に対する備えは十分か。 

 ウ 持続可能な発展と環境循環型社会の構築について 

 （ア）環境の視点から見た農業政策、環境整備への取り組みはどのようなも

のか。 

(2) 教育行政について 

 ア 市内中学校の評定格差及び評価規準について 

 （ア）評定格差及び評価規準のばらつきによる問題や課題はあるか。 

 以上、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 

◯森住 勉議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員から、子供を健やかにはぐくむ環

境の提供について、複雑化する家庭内虐待・ＤＶ・蔓延する禁止薬物などへ対

応する体制は十分に整っているのかとのお尋ねでございますが、近年、児童虐

待が大きな社会問題になっており、その内容もますます深刻化する中で、平成



13 年４月に厚木市子ども虐待防止ネットワークファミリーを設置し、児童虐待

の早期発見や早期通報に努めるとともに、昨年４月の児童福祉法改正により市

が第一義的に相談窓口となったことから、専門の相談員を配置し、児童相談所

と調整をとりつつ、きめ細かい対応に努めております。 

 また、ＤＶにつきましても、女性相談員を配置し、被害者の立場に立った相

談に応ずるとともに、緊急を要するケースにつきましては、配偶者暴力相談支

援センターとの連携を図り、一時保護施設への入所等適切な処置を行っており

ます。 

 こうした状況を踏まえ、ＤＶ、児童虐待に関する相談窓口を一本化するとと

もに、関係機関との連携を強化し、体制整備に努めているところでありますが、

昨今、子供が親に、大人に危害を及ぼす事案が続発しておりますので、これら

に対しましても総合的な対策が必要であると考えております。 

 次に、禁止薬物などへの対応でありますが、県下における少年の薬物乱用状

況は減少傾向にあります。本市といたしましては、学校を初め関係機関及び青

少年健全育成関係団体と連携協力して、薬物乱用防止教育及び啓発活動の推進

に積極的に取り組んでいるところでございます。 

 次に、学校及び地域での安心安全について、市の考える課題は何かとのお尋

ねでございますが、犯罪が多発する背景にあるものは、社会における基本的ル

ールを守らない風潮が強くなっており、模範となるべき大人の自己啓発力の欠

如、また地域の一体感や連帯感の希薄化など、従来有していた地域社会におけ

る犯罪抑止機能の低下が要因と言われております。 

 このようなことから、安心して安全に暮らせる社会をつくるためには、地域

コミュニティの活性化を図り、多くの市民の目を確保し防犯力を高めるととも

に、犯罪を「起こさせない、許さない、見逃さない」の防犯三ない運動を積極



的に推進することにより、地域社会をより一層強固にしていくことが、地域や

学校の安心安全につながるものと考えております。 

 次に、ファミリーサポートセンターの活動の中で改善した点といまだ残る問

題点はあるのかとのお尋ねでございますが、改善いたしました点につきまして

は、提供会員を対象に事例発表や情報交換の場を設けたほか、日常業務の中で

専任職員が援助活動を的確に把握し、提供会員が安心して活動できるように相

談指導に努め、事業の円滑化を図ってまいりました。また、障害のある児童に

ついて、お預かりの対象を小学校６年生まで引き上げ、制度の充実改善に努め

てまいりました。 

 課題といたしましては、恒常的に利用される方が今後さらにふえることが予

想されるため、依頼会員と提供会員の需給のバランスがとれた体制づくりであ

ろうと考えております。 

 次に、豪雨などによる水害・土石流対策について、市内における水害、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、厚木市では、地域

防災計画に基づき、豪雨による河川の増水や過去の台風等による被害箇所及び

土石流危険渓流箇所について神奈川県と合同で調査対応するとともに、パトロ

ールも実施いたしております。 

 また先日、神奈川県などの合同による水防演習を行い、水害から市民の生命、

財産を守るため、消防団による水防工法を実演するなど、水防活動に従事する

方々の技術の向上を図ることを目的に訓練を実施したところでございます。特

に豪雨などにおいて増水や崩落等のおそれのある場合には、市民に対して必要

な避難勧告を防災行政無線や広報車等により周知するとともに、自主防災隊等

の協力を得て、安全な避難場所への誘導や警戒体制を整えているところでござ

います。 



 次に、持続可能な発展と循環型社会の構築について、環境の視点から見た農

業政策、環境整備への取り組みはどのようなものかとのお尋ねでございますが、

循環型社会を構築することは、21 世紀の経済再生策の１つと言われております。

特に環境問題については地球規模の問題となっておりますが、本市といたしま

しては平成 10 年に環境基本計画を策定し、「みんなでつくる、人と自然が共生

した環境にやさしいまち」を基本目標として、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方針と定めております。 

 こうした中、農業につきましては、食糧を生産するだけでなく、国土を守り、

水をはぐくむとともに、豊かな自然環境や良好な景観を形成するといった多面

的機能を持っております。本市の農業の特性である都市型農業につきましては、

人と自然に優しい農業を目指し、環境に対する負荷を極力小さくすることが必

要と考えております。したがいまして、今後の農業政策につきましては、都市

型農業の特色である地産地消を基本に、有機質を活用した土づくりや環境に優

しい栽培技術を推進するとともに、廃ビニール等の農業用廃材の適正処理など

により、地域循環型農業を振興してまいりたいと考えております。 

 教育行政につきましては、教育長の方からご答弁させていただきます。 

 

◯森住 勉議長 教育長。 

 

◯長谷川美雪教育長 （登壇）教育行政について、市内中学校の評定格差及び

評価規準について、評定格差及び評価規準のばらつきによる問題や課題はある

かとのお尋ねでございますが、目標に準拠した評価につきましては、学校間で

評定人数等の評定結果に違いが生ずることがございます。今後も、評価の客観

性、信頼性を高めていくことが課題であると認識しております。 



 そうした中、学校におきましては、教育研究会等で評価についての情報を共

有し、協議を重ね、評価規準や評価方法等の工夫改善に取り組んでいます。ま

た、教育委員会におきましても、引き続き各学校や教育研究会等への指導、連

携を通じて、評価の精度の向上に努めてまいります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございました。それでは、子供を健やかに

はぐくむ環境の提供についての、アから始めさせていただきます。 

 今回もあえて「複雑化する」というふうに書いて「複雑化する家庭内虐待・

ＤＶ・蔓延する禁止薬物」としましたけれども、登壇の中でも申しましたとお

り、ネグレクト、育児放棄とも言われますが、非常に重要なキーワードともな

りまして、そのネグレクトというのは児童虐待の１形態とされております。例

えば病気になっても病院、診療所に受診させなかったり、防寒に十分な着衣を

つけさせずに寒い外気にさらしたり、十分な食事を与えない、下着などを不潔

なまま放置する、暑い日差しの中で駐車場の車内に放置するといったようなこ

とが挙げられております。 

 さきの５月 28 日にも、パチンコをする夫婦が生後２カ月の乳児を５時間放置

して死に至るという事件がございました。もうまたかという気がして、非常に

気分も悪くなるわけですけれども、問題は、やはり虐待をする側が虐待をして

いるという認識が低いことではないかと考えておりまして、つまり犯罪、暴力

を振るうというのは悪いことだと思ってやってしまったりということがあるわ

けですが、悪いことだと気がつかないでやってしまうというのは双方にとって

非常に不幸なことでありますし、市としては、やはりそこの部分に対してさま

ざまな啓発なり問題意識、もしくは子供が生まれたときに何かそういう指導な



どという形があるならばいいのではないかと考えますが、この辺のところはい

かがでしょうか。 

 

◯宮代良久福祉部長 議員がお話しのとおり、虐待する側は、虐待していると

いう認識の低さというのでしょうか、虐待しているという認識がない場合が多

い。いわゆるしつけの延長程度だと。また、この程度なら大丈夫だろうという

安易な考え方が、児童虐待の持つ大きな問題点の１つだと考えております。 

 厚木市におきましては、児童福祉法の一部改正を受けまして、新たに要保護

児童対策地域協議会というのを、児童相談所、警察、教育委員会、福祉、民生

委員、そういった各種関係団体と新たに組織を立ち上げまして、児童虐待の防

止についてさらに取り組みを進めていこうと考えておるところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。私は子育てをしたことがない

ので、その辺のストレスがわからないのですけれども、例えば自分は悪いこと

だと知りながら虐待をしてしまうけれども、相談する人がいないという状況も

もしかしたらあるかもしれません。例えば子育て支援ホットラインのような、

それぞれの地域で行ったり、県が行ったりという事例もあるみたいですけれど

も、市としてこうしたものの設置の検討というのはどうでしょうか。 

 

◯宮代良久福祉部長 児童虐待に関するホットラインのお尋ねでございますが、

児童相談所では既に24時間体制でホットラインは整備されているということで

ございますが、本市では、ことしの秋ごろをめどに、児童虐待、ＤＶの相談専

用回線の設置をしていこうという考え方でございます。 

 



◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。県の方でも行っているという

ことですけれども、恐らく住んでいる方々は市の方が身近な行政体でもあると

思いますので、ぜひともこういった専用電話を検討していただきたい。そうい

うことがほとんど決まっているということですね。 

 電話ということもあるのですけれども、併用して、ここから先は要望なので

すが、メールとしていただきたい。今のお答えですと 24 時間ではないというこ

とで、例えばメールというのは、プラスの面とマイナスの面がたくさんありま

すけれども、１つのプラスの面として敷居が低いというのがあるわけですね。

自分が例えば虐待を起こしたり何か困ったときに、電話をするのはちょっとた

めらってしまうけれども、メールならば打って投げてしまえばそれきりなので、

敷居が低いという状況もあると思うのです。また、当然 24 時間対応でもござい

ます。匿名性が高いというのも１つあります。有効に思われますので、ぜひと

も検討していただけたらと思います。 

 次に移ります。学校及び地域での安心安全について市の考える課題は何かと

いうことでございます。学校の児童の登下校安全対策としてどのような努力を

しているのか。先ほども石井恒雄議員が質問されましたけれども、安心安全部

としてどうなのかということを部長にお聞きいたします。 

 

◯足立一彦安心安全部長 児童の登下校の安全対策につきましては、今年度か

ら市民総ぐるみで愛の目運動を実施いたしておりますが、この運動には特に自

治会や老人クラブの方々に積極的な推進をお願いしており、具体的な活動例と

いたしましては、登下校時間に合わせまして家の周りの掃除をしながら子供た

ちに声をかけて、温かい見守りを行って、地域の目で大切な子供たちを見守る

活動であります。また、この愛の目運動につきましては、地域で開催されます



防犯研修会や講演会等におきましても推進をお願いいたしております。 

 さらに、通学路の死角を解消いたすため、平成 17 年度に 21 基のセーフティ

ミラーを設置いたしますとともに、児童・生徒の下校時の危険箇所などに防犯

灯設置をいたしております。このように子供たちの登下校の安心安全を図って

おります。 

 

◯３番 佐藤知一議員 非常に詳細なご説明をありがとうございます。安全対

策ということがありますけれども、違った視点で、私もそうなのですが、ほか

の先輩議員も、ケータイＳＯＳネットというものがございます。例えば携帯に

学校からの情報というふうな題がついて届いたりして、何月何日、何時何分、

マル・バツ中学校の付近で下校中の生徒が被害に遭ったというふうな情報が入

ってくるわけです。当然空き巣やひったくりなどの被害もあるわけですけれど

も、まめに入ってくるわけですね。 

 このケータイＳＯＳネット、以前もちょっと私、委員会で質問させていただ

いたこともあるというふうに記憶していますけれども、過去の情報というのは

一覧して見ることができるのかどうか、ちょっとお答えください。 

 

◯足立一彦安心安全部長 ケータイＳＯＳネットにつきましては、現在約 6000

件の登録をいただいております。お尋ねの過去のケータイＳＯＳネットの情報

につきましては、生活安全課にお越しいただければ用意してございますので、

ごらんになることができます。また、毎月、刑法犯の認知件数を統計としてま

とめたものもございますので、こちらもご活用いただければと思います。 

 



◯３番 佐藤知一議員 例えば電子メールマガジンとかがありますね。これは

メールマガジンとは違うのですけれども、そういうものなどは過去の閲覧が半

分ぐらい可能になっているというのがあるわけですね。見たいときに見れると

いうのがあって、さまざまな情報ですのでいろいろ研究が必要だと思います。

ただ、例えばこの場所はひったくりが多いとか、この時間、ここでは空き巣が

多いとか、多分過去の統計を挙げてみるといろいろ見えてくると思うのです。 

 私個人としたら、後で生活安全課の方に行って見せていただくことにしたい

と思いますけれども、一般市民の中でも、もしくは登下校を見守っている市民

の方などにも、そういう情報は非常に有益だと思います。これだけ集まってく

る詳細な情報ですから、ぜひとももう少し活用していただけたら、研究を進め

ていっていただきたい。 

 何でもかんでもオープンにすればいいということではありませんので、逆に

利用されてしまってはまた責任問題になりますので研究が必要だと思いますけ

れども、検討していただきたいと思います。 

 質問項目が多いので、質問を移らせていただきます。次に学校での安全の視

点で取り上げさせていただきたいと思います。学校内の防火シャッターについ

ての質問でございます。テレビなどでも連日報道されておりますけれども、新

潟県の小学校で、１年生の男児が防火シャッターと床に首を挟まれて重体にな

った事故がございました。文部科学省が 2004 年に都道府県教育委員会を通じて

シャッターの点検をするよう求める通知を出していたにもかかわらず実施され

ていなかったということで、点検していれば今回の事故が防げたかどうかわか

らないですけれども、そういったことがあったり、これまでも２度ほどそうい

う事故が繰り返されてまいりました。 

 例えば手元にあるのが平成16年６月４日の大臣会見の資料なのですけれども、



このときも埼玉県所沢市の小学校で防火シャッターに挟まれて重体となったと。

それはもう以前にもあって、２度目だったということがこちらにも書いてあり

まして、３度目、もしかしたらもう少しあるかもしれませんけれども、こうい

うことが繰り返されている現状について、やはり私としても非常に懸念してい

るわけですが、こういった状況についてお聞きいたします。 

 １つ目では、厚木市内の防火シャッター、特に学校においてはどのような状

況にあるのか、ご説明ください。 

 

◯中國利明教育総務部長 防火シャッターにつきましては、火災時に児童が安

全に避難できるよう、シャッターが降下してくるときに注意を知らせるブザー

というか、音声の装置と、シャッターがおりてくるときに人に触れると自動的

に停止する非常停止装置を、厚木市では平成 14 年度に市内の小学校全校に設置

してございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 中学校においてはどうでしょうか。 

 

◯中國利明教育総務部長 このたび新潟県で起きた児童の痛ましい事故につき

ましては、防火シャッターの定期点検中の事故というちょっと考えられないよ

うな事故でありました。厚木市での防火シャッターの点検につきましては、消

防法令等の定めに基づきまして年２回定期点検をしておりまして、時期といた

しましては、夏休み期間中と、それから２回目につきましては１月から３月に

かけて、特に児童・生徒の安全には万全の注意を払って定期点検を行っており

ます。 

 中学校につきましては、中学生は身体能力も発達しておりますし、危険を回



避する判断能力も持ち合わせていることから、現在のところ、非常停止装置と

いうものは設置してございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 私は素人なのでよくわからないのですけれども、例え

ば、ちょっと別件ですが、今回のエレベータの事件がありますね。例えば故障

や誤作動、誤操作、地震での遮断、ほこりにまみれていたときにそういった誤

作動などが起きたりするような心配はないのかなとちょっと思ったりします。

これはちょっと通告外でもありますので、その辺について要望していきたいな

と。お答えは要りませんけれども。 

 例えばおりてくる自動シャッターで床上１メートル以下は自動ではなくて手

動にするシステムなどというのも考えられていたりします。当然上の方の文部

科学省の指導もあると思います。今回事件が起きて、何回も繰り返し行われて

おりますので、そういったセンサーなどの状況も研究していただければと思い

ます。 

 子供を守る視点から、学校でのこういったものの危機管理マニュアルという

ものが当然作成されていると思いますけれども、どうなのですか、作成されて

いますよね。 

 

◯井上逸子教育推進部長 マニュアルの作成につきましては、市内 36 校の全

小・中学校で、不審者侵入時の危機管理マニュアル等を含めまして安全管理マ

ニュアルを作成しております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それはいつ、どのようにして作成したものか、わかる

範囲で結構ですので、ご説明ください。 



 

◯井上逸子教育推進部長 各小・中学校におきましては、作成をされておりま

す危機管理マニュアル等を年度当初に見直しを実施しておりまして、職員会議

等で共通認識を図っているところでございます。学校全体で策定はしておりま

す。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 一方、地域での安心安全ということで、先ほどもあれなのですけれども、テ

レビに出ていることばかりでちょっと恐縮なのですが、市民からも、私に限ら

ずさまざまな議員のところにも連絡が行っているかもしれませんが、エレベー

タの事故の問題でございます。世界第２位のシェアを誇るシンドラー社のエレ

ベータというのが今問題になっておりまして、日本でのシェアはおよそ１％と

聞いておりますが、しかしながら、近年、公共住宅など公共の建物を中心にシ

ェアを伸ばしていると報道されておりまして、比較的価格が安いので入札に有

利に働くということでシェアを伸ばしているようです。さまざまな報道もされ

ておりますし、市内施設についても具体的な名前が挙がっておりますが、市内

での状況をまず確認としてご説明いただけますか。 

 

◯小菅和夫都市部長 市内ということですので、まず公共施設関係についてご

説明申し上げますと、公民館を含めまして厚木市の公共施設には 62 基のエレベ

ータがございます。これに関しましては、今お尋ねのシンドラー社製というも

のは一切ございません。 

 また、これから市内の民間の施設はどういう状況であるのかということにつ

きまして、実は昨日、国の方から、調査をするようにという要請が参っており



ます。したがって、これから調査をしてまいりますので、いずれその結果が出

てく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。県営団地の名前なども挙がっ

ているようですけれども、ぜひとも早急にお調べいただいて、情報を公開して

いただきたいと思っております。 

 次に、ファミリーサポートセンターの活動の中で改善した点といまだ残る問

題点はあるかということに入りますけれども、先ほども、障害を持った児童を

小学校６年生まで預かるのを延ばすということもあります。私も家族に障害を

持った者がいましたので、非常に賛同はするわけですけれども、その中におい

て、例えばトラブルとかで何か具体的な事例などがあったり、懸念される状況

などがあるようでしたら、ちょっとご説明いただきたいと思います。 

 

◯宮代良久福祉部長 トラブルというところまでの話ではないのですけれども、

いわゆる提供会員の報酬につきまして、提供会員の好意なのですが、提供会員

の方がおやつ代とか食事代を取らなかったというような報告をお聞きすること

がございます。これらにつきましては、制度を存続するためにも正しく利用し

てもらおうということで、職員が提供会員と依頼会員の方にお伺いいたしまし

て、正規な形で利用されるよう指導しているという実態がございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それは障害を持った児童に対してですか。 

 

◯宮代良久福祉部長 障害というよりも、むしろ小さいお子さんの方が多いと

いうことでございます。 



 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。民間の活力を導入というか、力をかし

ていただくということで、協働の概念に合った非常にすばらしいシステムだと

思います。当然そういった枠に合わない方々も多いと思うのですけれども、関

係の方々、市民も含めて、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次に、豪雨などによる水害・土石流対策についてということで、市内におけ

る水害、土石流に対する備えは十分かという質問に移らせていただきますが、

次に農業政策についての質問もあるのですけれども、それに非常にかかわって

質問させていただきます。 

 千葉県市川市には保全水田というのがあって、その保全水田は降雨による水

害予防に非常に大きな効果を発揮していると聞いています。私も実は現場に行

ったのですけれども、ちょっと説明させていただきますと、建設省と千葉市、

市川市、松戸市、鎌ヶ谷市４市でつくる対策協議会で、各市ごとにこの保全機

能を分担するということで保全水田をつくっているということでございます。

市川市の方では、その保全契約をした水田 10 アールにつき米が作付されなけれ

ば毎年５万 5000 円を払って、転作、休耕田は４万 5000 円という補助金を出し

ながら、最低５年間云々という形が随分行われているわけですけれども、例え

ば、これは後の質問にも大きくかかわるのですが、市内において都市農業を行

う人々が非常に少なくなってきている中で、農業の持つ防災機能も非常に高い

と思うのですが、こうしたものに対しての認識をちょっとお聞かせ願えればと

思います。 

 

◯原 隆産業振興部長 農業の持つ機能として議員がお話しの防災の機能とい

うことで、農業につきましては、食糧の安定供給ということだけでなく、さま



ざまな機能がございます。そういう中の防災の機能につきましては、火災時の

延焼の防止とか、先ほど議員さんがお話しの大雨のときの保水機能。 

 厚木市につきましては、今水田が約 500 ヘクタールございます。30 センチの

畦畔で水をためますと、これにつきましては 150 万立方メートルの水がたまる

ということになろうかと思います。現在、都市におきまして、アスファルトで

固められた地区につきましては、一時的な大雨でも道路が冠水する、また下水

があふれるということがございますが、現在の厚木市の水田につきましては、

そういう関係では、一時的な大雨でもかなりの保水量を持っていると理解をし

ております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。ちなみに、三菱総研では、低

平地を除いた水田に貯留し得る水量を、あぜ高と水田面積から全国で 44 億立方

メートル、畑は土壌中の貯留容量として９億立方メートルと評価しているぐら

いかなりあるということです。市内に非常に水はけの悪いところもたくさんあ

るわけですけれども、大雨が続くと床下浸水の危険なども出ているようなとこ

ろもある。かなり改善していると聞いておりますけれども、当然解消すること

に努力されているように思っておりますが、上下水道の関係でご努力されてい

るようなもの、またプランなどがあれば、具体的にお聞かせ願えればと思いま

す。 

 

◯大塚 昇都市整備部長 雨水整備の事業につきましては、浸水防止対策の重

要性というのは十分認識をしておりまして、過去の浸水の被害状況というもの

をもとに、浸水対策を重点的に進めております。 

 平成 17 年度末でございますけれども、面的な整備率はおおむね 64.6％達成し



てございまして、近似における主な整備箇所といたしましては、過去に床下浸

水等の浸水被害が発生した上依知の北部の地区、これは台地の側になる西側、

あるいは相模川沿いの六反地域、あるいは台地にあります山際団地、それから

荻野新宿の西側の付近、こういうところの浸水対策整備を重点的に進めてまい

りました。 

 また、現在把握しておりますのは、やはり依知地区でございますが、山際神

社の付近、あるいは上依知小学校のちょうど西側の上の台地になりますが、そ

のあたりは市街化が進んでおります。それからさらに荻野地区のノリタケとい

う会社の近くが浸水をしているということで、ここについて重点的な整備を現

在進めているところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 どうもありがとうございます。非常に話が前後して恐

縮ですけれども、やはりこうした水防、防水というものに対しても、さまざま

な部署がさまざまにリンクして、防災機能を高めていくことが非常に必要かな

と思っております。 

 次に、持続可能な発展と循環型社会の構築についてというところで、環境の

視点から見た農業政策、環境整備への取り組みはどのようなものかというもの

でございますが、さまざまな取り組みを当然やられているわけですけれども、

教育の方で以前、学校給食で大量の残渣が残念ながら出てしまうわけですが、

平成 16 年３月から、小学校給食の食べ残しや調理くずなどを飼料化する給食生

ごみリサイクルを順次導入し、２カ月後に本格的に開始して成果を上げている

ということが以前大きく報道されたり、さまざまな専門誌などを見ても事例と

して取り上げられたりもするわけですが、その後の進捗状況というものをお聞

かせ願えればと思います。 



 

◯中國利明教育総務部長 本年度につきましても、厚木市の給食の残渣の資源

化事業につきましては、昨年に引き続きまして、小学校 22 校と北部と南部の学

校給食センターの給食の残渣と野菜くずを回収いたしまして、飼料や肥料にな

るよう事業展開をしております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。そうした残渣のリサイクル、

また県の方からもさまざまな提案があって、厚木市としても協力をされていく

ということを耳にしております。具体は今回取り上げませんけれども、そうい

うものをぜひともリードしていっていただきたいなというふうに……。どこか

が始めて、どこかがビジネスモデルとして構築していかなければ、やはり普及

していかないものだと認識をしております。 

 この部分を本当は厚くしたかったのですけれども、時間がないので、農業の

持つ多面的機能というものは、先ほども防災機能があるのだよというのがあり

ましたが、ほかにもレクリエーション機能であるとか景観構成機能、農作物の

生産はもちろんのこと、環境保全機能などさまざまございまして、そうした見

直しをぜひともしていただきたいと考えております。 

 そして最後に、市内中学校の評定格差及び評価規準についてということで、

評定格差及び評価規準のばらつきによる問題や課題はあるかということでござ

いますが、実はこれも登壇原稿にあったとおり以前問題として取り上げまして、

このときはうちの民主党が県議会においても同じ問題を取り上げて並行して行

ったわけですけれども、その後、改善した点などがあればお聞かせください。 

 



◯井上逸子教育推進部長 高等学校の入学者の選抜につきましては、県教育委

員会の意向及び各学校や市町村教育委員会の意見が反映されまして、合否の判

断は、評価結果だけでなく、観点別学習の状況や特別活動の記録、自己ＰＲ書

の内容などさまざまな資料に基づいて行われるようになりまして、改善が図ら

れております。今後さらに各高等学校の入学者の選抜の選考内容や方法等につ

きましては、生徒や保護者に周知を図り、適切な情報提供を図っていくことが

大切であると考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 以前取り上げたときは、テストよりも内申の方が厚く

なるので非常に問題ではないかと。これは２つの側面から見なければいけなく

て、厚木市内のそれぞれの中学校の評価にばらつきがあっては問題であるし、

もう１つの観点からは、厚木市とほかの周辺市町村との格差があっては、やは

りこれも問題ではないかということで取り上げました。さまざまな改善が行わ

れていると思います。今回もちょっと時間がなくて恐縮ですけれども、なかな

か平等な評価というのは難しいですが、ぜひともそういうことを進めていって

いただきたいと思います。 

 本日の質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

   ────────────── 

 

◯森住 勉議長 本日はこれで延会いたします。 

   ━━━━━━━━━━━━━━ 

     午後４時 40 分  延会

 


