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平成２９年第３回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成２９年１０月５日（木）いきいきプラザ３階マルチメディアホ

ールに招集した。 

○出席委員は、下記のとおりである。（６名） 

 渡部 尚、森 純、當摩 彰子、吉村 正、小関 禮子、佐々木 洋子 

○関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 野 崎 満 経営政策部長 小 林 俊 治 

教育部次長 田 中 宏 幸 経営政策部次長 武 岡 忠 史 

教育部次長 青 木 由美子 企画政策課長 笠 原 貴 典 

統括指導主事 小 林 宏 行政経営課長 深 野 聡 

教育総務課長 清 水 高 志 施設再生推進課長 堀 口 裕 司 

子ども家庭部長 野 口 浩 詞 施設再生推進課主査 小 高 数 真 
子ども家庭部次長 瀬 川 哲 企画政策課主査 東 要 介 

子ども育成課長 安 保 雅 利 企画政策課主任 秋 山 剛 

児童課長 

児童課長補佐 

市民部市民相談・交流課長 

半 井 

竹 内 

荒 井 

順 一 

陽 介 

知 子 

   

○本会の書記は次のとおりである。 

  企画政策課 主査 東 要介 

○会議事件は次のとおりである。 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

 ①教育の諸課題について 

  （１）人権教育・人権学習にかかわる取り組みについて 

  （２）保・幼・小の効果的な接続と連携の工夫 

 ②市長部局と教育委員会の調整事項について 

  （１）児童クラブの学校施設利用に関する検討について 

４ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 皆さん、おはようございます。 

  定刻になりましたので、ただいまから平成２９年度第３回東村山市

総合教育会議を開催いたします。 

  教育委員の皆様には、早朝よりお集まりをいただきましてまことに
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ありがとうございます。 

  それでは、議題に入ります前に、本日の会議の内容と配付資料の確

認を事務局からお願いいたします 

○笠原企画政策課長 おはようございます。よろしくお願いします。 

  それでは、本日の会議につきましてご案内を申し上げます。 

  委員の皆様には事前にお伝えさせていただいておりますが、本日の

教育の諸課題は、「人権教育・人権学習にかかわる取り組みについ

て」と「保幼小の効果的な接続と連携の工夫」についてを取り扱わせ

ていただきます。その関係で市長部局より担当所管でございます市民

相談・交流課と子ども育成課が同席させていただいております。 

  また、教育の諸課題の協議の後、市長部局と教育委員会の調整事項

として、「児童クラブの学校施設利用に関する検討について」を担当

所管から説明させていただきます。こちらにつきましても市長部局よ

り担当所管でございます児童課、施設再生推進課、行政経営課が同席

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは配付資料の確認をさせていただきます。 

  まず事前配付させていただきました資料といたしまして、資料番号

はございませんが、次第。 

  資料１、ホチキスどめで２枚の「東村山市人権教育推進委員会 東

村山市保幼小連絡会」。 

  資料２、「平成２９年度東村山市人権の森構想推進事業等一覧」。 

  資料３、「人権啓発事業」 

  資料４、「東村山市立保育園における小学校との連携の取り組み」。 

  資料５、こちらも２枚どめになっていますが、「児童クラブの学校

施設利用に関する検討について」でございます。 

  なお、申しわけありません、資料１と２につきましては、事前に送

付させていただきました資料の内容から、一部変更がございました関

係で本日差しかえをさせていただきました。 

  次に、本日新たにお配りさせていただきました資料といたしまして

は、席次表、それから、「平成２９年度第２回東村山市総合教育会議

会議録」、以上８点をお配りさせていただいております。もし不足が

ございましたら、事務局までお願いいたします。 

  以上です。 

○渡部市長 資料のほうはよろしいでしょうか。 
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  それでは、会議の前にお諮りをいたしますが、本日の傍聴認定者に

つきまして、事前通知を差し上げておりますが、特段の非公開情報は

ないと思われるので、傍聴者の入場を許可したいと存じますが、いか

がでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特に異議がございませんので、傍聴の許可をいたします。

また本来ですと定員は１０名となっておりますけれども、本日は会場

の規模から判断いたしますと、１０人以上の傍聴が可能と思われます

ので、希望があれば、会場に入る場合には認めてまいりたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特にご異議がございませんので、それでは１０名以上の傍

聴も可といたしたいと思います。 

  それでは、入場をさせてください。 

  暫時休憩いたします。 

 

午前 ９時０２分 休憩 

 

午前 ９時０３分 再開 

 

○渡部市長 休憩を閉じて再開いたします。 

  傍聴の皆様にはお手元にお配りをしております「傍聴の方へ」の内

容を遵守していただきますよう、お願いいたします。 

  それでは、改めて皆様、おはようございます。教育委員会の皆様に

は日ごろから教育行政充実発展のためにご尽力いただいておりますこ

とに感謝申し上げたいと思います。 

  さて、本日の教育会議の議題でございますが、今年度第１回の総合

教育会議にてご意見をいただいた「人権教育・人権学習にかかわる取

り組みについて」と、「保幼小の効果的な接続と連携の工夫につい

て」を本日の教育の諸課題のテーマとして議論をさせていただきたい

と存じます。 

  また、市長部局と教育委員会の調整事項といたしまして、児童クラ

ブの学校施設利用に関する検討についても議題とさせていただきます

ので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 
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  それでは、早速次第に沿いまして会議を進めさせていただきます。 

  議題（１）人権教育・人権学習にかかわる取り組みについてを議題

といたします。 

  それでは、説明をお願いいたします。 

  教育部次長。 

○青木教育部次長 おはようございます。私のほうから本市の人権教育

の取り組みについて説明をさせていただきます。 

  本市では東村山市教育委員会の基本方針の第１に人権尊重の精神と

社会貢献の精神を掲げ、教育施策の中でも最も重視しております。各

学校及び本市教育委員会では子供たちが人権尊重の理念を正しく理解

するとともに、思いやりの心や社会生活の基本的なルールを身につけ

社会に貢献しようとする精神を育むことを目指した教育を推進してお

ります。 

  まず人権教育推進に関する本市教育委員会の取り組みについて、ご

説明いたします。資料１をごらんください。 

  資料１の１枚目になります。本市教育委員会では、市内全ての小・

中学校から１名ずつ選出された教員で構成する人権教育推進委員会を

組織しております。本委員会は年間５回程度開催しており、人権教育

にかかわる授業研究や全生園のフィールドワーク、他地域の人権尊重

教育推進校の視察等、充実した活動をしております。 

  特に、小・中学校９年間にわたる発達段階に応じた人権教育を進め

るために中学校区別の分科会で互いの実践を情報交換するだけでなく、

人件課題ごとに各学校の取り組み状況をまとめ、どの学年でどのよう

に学習に取り組んでいるのか、指導資料として作成しています。 

  また資料はございませんが、初任者研修や２年次３年次教員研修、

１０年経験者の研修など、本市教育委員会主催の研修にも人権教育の

内容を位置づけております。８月に行われました初任者宿泊研修にお

きましては、當摩委員にご講演をいただきまして、初任者に対し、わ

かりやすく人権教育の考え方についてご指導いただきました。ありが

とうございました。 

  次に、各学校の取り組みについてご説明いたします。各学校におけ

る学校経営方針では、まず第１に人権教育の推進を掲げており、人権

教育全体計画及び年間指導計画を作成し、組織的、計画的な取り組み

を行っております。学校においては、毎年都内全ての教員に配付され
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ている東京都教育委員会の人権教育プログラムを活用しまして、さま

ざまな人権課題について考える授業を行うなど、各学校が創意工夫を

生かした人権教育を推進しております。 

  特に本市が重点として取り上げている人権課題、ハンセン病回復者

等の学習につきましては、児童・生徒が多磨全生園や山吹舎、ハンセ

ン病資料館の見学をしたり、全生園自治会長の平沢さんを初め、ハン

セン病回復者のお話を伺ったり、社会科や道徳、総合的な学習の時間

などの授業で調べ学習をしたりするなど、市内全ての学校において取

り組んでおります。 

  中でも八坂小学校では昨年度の運動会で６年生がハンセン病をテー

マにした表現運動に取り組み、多くの保護者、地域の方はもとより、

渡部市長、それから平沢さんご夫妻にもごらんいただくことができま

した。 

  また萩山小学校におきましては、これまで本校が継続的に取り組ん

できたハンセン病や全生園についての学習が高く評価され、平成２９

年３０年度の２年間、東京都教育委員会人権尊重教育推進校の指定を

受けております。本校では夏季休業期間を利用し、教員が全生園を訪

れ、フィールドワークを行ったり、先進的な人権教育に取り組んでい

る学校を訪問したりと、精力的に研究を進めており、平成３０年度に

はその成果を発表する予定です。 

  本市教育委員会といたしましても、こうした学校のよい取り組みを

市内全校に普及させていくことが重要であると考えております。 

  最後に本市教育委員会が最も重視している人権教育推進の取り組み

である「いのちとこころの教育週間」についてご説明いたします。 

  本市では将来にわたり子供たちの心と体の健やかな成長に寄与する

ことを目的として、毎年２月１日から７日までを「いのちとこころの

教育週間」と定めております。各学校ではこの時期に道徳授業地区公

開講座や講演会などを開催し、保護者や地域とともに子供たちの豊か

な心の成長について意見交流をしております。 

  また市民の集いを開催し、中学生の人権作文や生徒会による発表な

どを行い、学校、家庭、地域、行政が一体となって、子供たちの健全

育成について考える機会としております。 

  このように人権教育の推進に向けて、各学校と本市教育委員会の取

り組みを進めているところではございますが、今後もさらなる充実を
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図ってまいりたいと考えております。 

  長くなりましたが、以上でございます。 

○渡部市長 続きまして、市長部局のほうからの説明をお願いいたしま

す。 

○笠原企画政策課長 それではまず企画政策課のほうからご報告させて

いただきます。 

  私のほうからは資料２に基づきまして、平成２９年度に実施または

今後予定しております人権の森構想推進のための活動事業についてご

報告をさせていただきます。 

  まず４月９日に行われました多摩全生園人権の森散策ガイドでござ

います。この事業は平成２７年度から開催しており、ハンセン病資料

館職員の方に国立ハンセン病資料館や多摩全生園のご紹介についての

ガイダンスをしていただいた後に、市民団体の方々の協力の下、資料

館内の見学、園内を散策するプログラムでございます。市内外から多

くの方にご参加いただき、また桜がきれいに咲き誇る中での園内散策

は非常にご好評でございました。 

  続きまして、６月１１日に第１回目の語り部講演会を清瀬市のアミ

ューホールで開催させていただきました。ＤＶＤ「ひいらぎとくぬ

ぎ」の上映とハンセン病回復者の方による講演を行う事業でございま

すが、これにつきましては１２月１６日土曜日に東村山市立中央公民

館で第２回を開催する予定となっております。 

  続きまして、８月３日多摩全生園内の納涼祭もございました。 

  続きまして、９月２３日土曜日から始まりました多摩全生園を学ぶ

講座でございます。こちらは９月から毎月１回、計５回の連続講座で

ございまして、さまざまな角度から多摩全生園について考える機会に

していただくべく、昨年度より開始した事業でございます。先ほどと

同様にガイダンス、資料館見学、園内散策、語り部講演会参加、取り

まとめのグループワークの発表といった内容を実施しております。 

  また、平成１７年度から開始しております多摩全生園清掃ボランテ

ィアにつきましては、市民団体の協力の下、史跡の説明を行いながら

の清掃活動ですが、２５年度より１０月と３月の年２回の開催にふや

し、実施しております。次回の開催は１０月２８日土曜日に予定をし

ております。職員や関係者をあわせて最初は４５名ほどでスタートし

た清掃ボランティアでございますが、今では１００名を超える方にお
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集まりいただき、この清掃活動には地元の中学生の野球チームのメン

バーを初め、日本語学校の生徒など比較的若い方の参加も非常に多く、

活気にあふれております。 

  今後とも各種事業を通じて一人でも多くの方にハンセン病や人権の

森に関する理解を深めていただけるような事業を継続してまいりたい

と考えております。 

  雑駁ではございますが、私からの説明は以上となります。 

○渡部市長 どうぞ続けてやってください。 

○荒井市民相談・交流課長 市民相談・交流課の荒井と申します。よろ

しくお願いいたします。 

  市民部市民相談・交流課では、人権啓発事業についてご説明いたし

ます。資料３をごらんください。 

  市民相談・交流課では、人権擁護委員の皆さんを中心に人権につい

て関心を持っていただけるよう、さまざまな啓発活動を行っておりま

す。毎年各小・中学校の児童・生徒の皆さんにご協力をいただいてい

るところでございます。 

  まず一つ目は、人権の花運動でございます。こちらは毎年２校の小

学校にお願いをいたしまして、６月ごろにパンジーやマリーゴールド

などの花の苗をプランターに植えていただき、１０月ごろの開花まで

花やりなどのお水をあげたりなどのお世話をしていただいているとこ

ろです。花の栽培を通して、生命のとうとさを実感し、思いやりの心

を育むことができると思っております。 

  次に、人権メッセージ、人権作文コンテストでございます。こちら

は人権メッセージにつきましては、２校の小学校に、人権作文は１，

００７校の中学校と市内の私立中学校の生徒の皆さんにも参加してい

ただき、実施しているところでございます。 

  人権メッセージにつきましては、今年は秋津小学校と八坂小学校の

皆さんに参加をしていただきまして、先日、優秀作品の発表会が武蔵

野市で行われたところです。人権作文につきましては、今年８８５作

品の応募をいただきまして、ただいま優秀作品の審査を行っており、

年末には発表できると思っております。それぞれ人権問題につきまし

て、子供たちの目線で考え、理解を深め、豊かな人権間隔を身につけ

ていくとができるものと考えております。 

  続きまして、人権パネル展です。こちらは１２月４日から１０日ま
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での人権週間にちなんで毎年実施しているものです。毎年いきいきプ

ラザロビーにおきまして、人権啓発パネルや各小学校における人権学

習の発表などを展示しております。今年も１２月４日から７日まで開

催する予定でございます。市役所に来庁していただいた方々の多くの

方にごらんいただきまして、大変好評をいただいております。 

  最後に、人権啓発講演会でございます。平成２８年度はＬＧＢＴを

テーマに広く市民の方を募集し、当事者の方からお話を伺いました。

お互いを受け入れる社会を目指して、性的マイノリティについて理解

を深めることを目的に実施したものです。 

  以上、市民相談・交流課での人権啓発事業でございますけれども、

今後養護委員の方々と一緒に人権啓発につきまして、さまざまな視点

から事業を行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○渡部市長 以上で、当市の人権教育・人権学習にかかわる取り組みに

ついて、教育委員会それから市長部局から企画政策課、市民相談・交

流課から説明をさせていただきました。 

  本件につきまして皆様のほうからご質問、ご意見があればお受けを

させていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

  今年のテーマに取り上げようとおっしゃられた當摩委員さんのほう

からいかがでしょうか。 

○當摩委員 ３セクションからのご丁寧な説明をまずもってどうもあり

がとうございました。このことを市長に取り上げていただきたいなと

お願いいたしましたのは、やはりそれぞれのところが一生懸命取り組

んでいるということを、私もかつて人権擁護委員をさせていただいた

時期がございまして、人権の花はたしか最初に取り組ませていただい

たことだったのかなと、本市が導入した初めてのことだったのかなと

記憶しております。 

  そしてまた教育委員会の皆様とともに、山吹舎の解放も実は今年で

４年目になります。これは山吹舎の開放というのを、どうして行わせ

ていただいているのかなというのを、ちょっとここでご説明させてお

いていただいて、市長よろしいですか。 

○渡部市長 どうぞ。 

○當摩委員 これは山吹舎というところは、もともとが皆様ももうご案

内だと思うんですけれども、ご入所の方々の成人男子の独身寮だった
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んです。昭和３年から昭和３２年までの、およそ３０年間そのような

目的で使用されていたんですが、やはりあそこにあった全生学園はも

うシロアリの被害がひどかったということで取り壊してしまいました

が、今かろうじて残っております少年少女舎とともに、三つを自治会

の方々とそれとトトロの宮崎駿監督がぜひ残すべきだということで、

まず２００３年に山吹舎が修復されたんですけれども、そのために宮

崎監督がたしか市長１，０００万ですよね、ご寄附をしてくださって、

それではもちろん足りなくて、その足りない分を自治会の皆様、ご入

場の皆様、また一般の募金で、４，０００万近いお金で修復されたと

いうふうに聞いております。 

  ただそれが、本当は宮崎監督は三つを残すべきだということでお始

めくださったということですが、少年少女舎はもう今かなり本当に荒

れ果ててしまっています。その中で山吹舎だけはああした形で、本来

昔建った建物とは違うという意見もあるんですけれども、きちんと人

が足を踏み入れてもいいような状態に、また昭和の建物の特質を残し

たところになっております。 

  ただ、自治会の皆様も一生懸命なさったんですけれども、やはりご

年齢が上がってきたことなんかで、それをどのように活用したらいい

かはみんなに考えてもらいたいっておっしゃっていただいていたんで

すね。それで、ずっと鍵がかかったままの状態で、ＮＰＯが毎月清掃

はしてくださっているんですが、本当に活用ができない形だったので、

ちょうど４年前の連休のときに、自治会に飛び込みでお願いに参りま

して、それで、ぜひ、とりあえず東村山市の子供たちには、見せてい

ただけるようにお願いしていいですかといったら快諾いただきまして、

それから私と友人と、あともう一人、青葉小学校の副校長の３人がオ

ーケーで鍵をお預かりさせていただいて、開けたてを責任をもってさ

せていただきながら、市内の小・中学校のご希望のある学校に開放さ

せていただいています。 

  そして、なかなかこれが本当はなぜ市内と最初は言ったというと、

責任がやはりそれだけの由緒ある建物でございますから、火災とかい

ろんなことの防犯のことなんかにしても、やはり責任がとれるような

形での解放でなければいけないということで、私どもの考えとしては、

これが一つの試みであって、とりあえず東村山市という形に限定をさ

せていただいて、いずれは、例えばボランティアの方々が月水金の午
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後は開けているよとか、それから土日は開けられるよとかいった形に

なって、皆様があそこの建物に足を踏み入れていただいて、今、実は

なぜそんなことを申しますかと言いますと、当時の生活の様子を肌で

感じられる場所というのは実はないんですよね。今、理容室になって

いる図書館なども今後はそうした形で解放していくというようなご予

定もあるやに伺っておりますけれども、とにかく生活なさった方々の

痕跡をそこでともに味わえるということの中で、やはり私たちにとっ

ては貴重な場なのではないかと思っています。 

  ですから、また小・中学生もあそこに入ってくれますと、最初の感

想がおもしろいんですよ。ご案内のように四つのお部屋のそれぞれの

広さというのが一部屋、１２．５畳ですよね。今、畳のお部屋って、

例えばないお宅だってあるじゃないですか。子供たちがまず言ってく

れる感想というのが「わあ、広い」って。一番最初に八坂小学校の６

年生が入ってくれたんですけど、「ねえねえ、きょうここに泊まって

いっていい」、それを聞いたときにやはり市長、私、何かすごい感慨

をもちました。 

  でも、子供たちは簡単な説明をさせていただくと、そこで生活した

方々のご苦労とかに心を寄せてくれるんですね。そしてまた今年は大

人の男子８人にあの部屋で寝転がってもらって、こんな形で寝ていた

よというような、そういう実験もしてもらうことができました。 

  何をお願いしたいかというと、今後、市長部局とも連携していって、

何ていうんでしょう、自治会の皆様とかご入所者の方々が思いをかけ

てくださったものをともに進めていけるような、そうした試みもして

いただけたら、例えばこうして園内散策のおり、できましたら山吹舎

も開けて、皆様にその日、中に入っていただけるようなこともしてい

ただきながら、全生園というものをより身近なものに感じていただけ

るような、そんなことをしていただけるとうれしいかなと思っており

ます。担当させていただいている当事者としては、そんな気持ちをも

っております。 

  それと、教育委員会、本当にそれぞれの学校がさまざまな形で全生

園との取り組みの中で人権を学んでくれていることが本当に私の中に

身近なものとして伝わってまいります。 

  そしてまた、実は平沢さん、ここでもう、多分そろそろ退院の準備

も始まっていらっしゃるんですけれども、平沢さんも将来的には山吹
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舎なんかも園とか自治会がちゃんと鍵も開けてあげられるようにした

いなとか言ってくださっているんですが、やはりその平沢さんが東村

山の子供たちに語ってくださることも私も長年寄り添わせていただい

て、いろんなことを側で学ばせていただいていますと、微妙に変わっ

てくださっていまして。今一番平沢さんが子供たちに伝えてくださっ

ていることが、ご自身たちの体験を通して、やはり子供たちが本当に

人権感覚を身につけくれるためには、実はいじめとか、そうしたこと

がいけないことなんだと。やっちゃいけないことなんだよということ

とともに、さまざまここに東京都が示してくださっています人権課題

を挙げてくださっていますけど、そういったことに目を広げてもらえ

るための一つハンセン病という切り口だということを、今、各学校で

お話をしてくださるときに、強く言ってくださっています。 

  ですから、私たちはそのようなことも捉えながら、なかなか市長部

局がしてくださっていることと、教育委員会のことというのが、学校

現場の中でもつながってきていないところが、もっとつながれば、も

っとすてきになるなと思うところが、多々ございましたところでの、

実は私、こういう機会をいただければうれしいなということでござい

ましたので、市長、ぜひそうしたところのつなぎを市長にもお願いし

て、森教育長、より一層進めていただけますと、東村山市の子供たち

にもとても有意義なものになると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  ちょっと長くなりましたが、私からは以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  いろいろこれまでの活動を含めて、より人権教育・人権学習につい

て教育委員会と市長部局の連携、関係強化をということでございまし

た。ありがとうございます。 

  ほかに皆様から本件について、小関委員、お願いします。 

○小関委員 指導室、それから政策課、交流課、それぞれ３課の取り組

みをお話いただきまして、ありがとうございました。 

  まずこうした一つ一つの取り組みをしっかり丁寧に積み上げていく

ことが本当に大事なんだなと思いますし、今、當摩委員からお話があ

りましたけれど、それぞれをどのように学校現場でつなげるかという、

そういったことも課題になると思います。 

  積み上げてきた成果を私も実感しているんですけれど、どうしても
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毎年行うというと、恒例化するといいますか、恒例化した事業みたい

になってしまうんじゃないか。そういう点では、毎年毎年その趣旨と

か、目的を確認して、そして取り組んでいくことが大事だなと思いま

す。ぜひ３課におかれましては、この趣旨、あるいはこの目的はとい

うことを丁寧に確認して進めていただければと思います。 

  それから、中でも学校教育における人権教育は私は本当に大事だと

思っているんですが、先ほどお話がありました、都教委から出てくる

プログラムに人権課題の解決ということが挙げられています。そうし

た人権課題の解決やいじめ問題の解決という、そういうこともすごく

大事なんですけれども、もっと積極的に一人一人の人間が本当に大切

にされる社会をつくるんだと。そのために人権教育を行っていくんだ

ということを、やはり毎回確認する必要があると思っています。 

  そういう点で指導室のお話の人権教育推進委員会はとても大事な取

り組みだなと思いますが、やはりこれは委員の先生だけじゃなくて、

どのような形で、学校の先生方全員に周知というか、理解していただ

いて、共通実践に結びつけるということがすごく重要だと思うんです

ね。そのあたりの検証といいますか、確認をしていただければなとい

うこと。 

  それから、同時にそういう点では先ほども申し上げましたように、

いわゆる課題の解決だけじゃなくて、子供たちに豊かな人間関係をつ

くり上げる力をつくる、そういうこともすごく重要だと思うんですね。

それらと一体化させて進めていくという、そういう取り組みをまたぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  教育委員会のほうから何かご回答ありますか。 

○青木教育部次長 ありがとうございます。いろいろな委員会を開催し

ておりますが、その内容を学校に還元して、共通実践していくという

ことが大切だと捉えております。ことのほか、人権教育については出

席される先生がきちんと職員会議だとか、校内研修だとか、そういっ

た機会を利用して、先生方に伝えていけるように、これからも指導し

ていきたいと思っております。 

  豊かな人間関係づくりというのは本当に大切で、人権教育の基盤と

なるものであると捉えておりまして、道徳や特別活動を初めとして、
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全教育活動で取り組んでいくように、またこれからも指導してまいり

たいと思います。どうもありがとうございました。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  それでは、吉村委員。 

○吉村委員 ３課からのご説明ありがとうございました。 

  学校、地域等でこれほどまできちんとやっていらっしゃるのかなと

思って楽しく聞かせていただきました。ありがとうございました。 

  當摩委員からもありましたように、全生園の平沢先生というのは、

平沢先生から学べる大きな喜びというのを身近に我々は常に知ってお

かなきゃならないのかなというふうに思っております。 

  これ、私はちょっと違う視点から、この目的と活動内容を見ていた

んですけれども、おやりになっていることは非常に見事なんですが、

一つだけ。グローバル化の時代に、外国人を学ぼうというような外国

人の人権に関してここには記載されていなくて、その辺がどうなって

いるのかなと。例えば、地球市民クラブ、英語の問題、中国語の問題、

ハングルの問題、私、高田馬場まで出ていますと、本当に多国籍とい

うか、すごい人がいっぱいらっしゃるんですよ。その人たちとともに

歩まなきゃならないのが、これからの東村山の生き方だというような

ことを思ったりするんですね。 

  ですから、ぜひお年寄りに向けての人権もすばらしい、障害者に向

けてもオーケー、ハンセン病の方でもオーケー、もう一つ、ぜひ外国

からおみえいただいて、貴重な仕事をしてくださっている方とともに

歩む、その人たちが東村山で快適な生活をしてもらうように考えると。

彼らが快適であれば、我々も快適な社会になるというような視点で研

究、実践をやられるのも一つ加えていただくとおもしろいのではない

だろうかというふうに思いました。いかがでしょうか。 

○渡部市長 荒井課長のほうからお願いします。 

○荒井市民相談・交流課長 それでは私のほうからご説明いたします。 

  市民相談・交流課では多文化共生係という係を持っていまして、当

課のほうで、英語、中国語、韓国・朝鮮語ができる職員を配置してお

ります。窓口にいらっしゃる外国人の方につきまして、さまざまな生

活相談ですとか、例えばお子さんがいらっしゃるご家庭でどういうふ

うに学校への手続をすればいいか、そういったご相談もお受けいたし

ますし、あとは日本に来たばかりで、日本語がうまく話せないといっ
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たお子さんにつきましては、子ども日本語教室というのを実施してお

ります。もちろん大人にも、地球市民クラブの皆さんを初め、さまざ

まな語学の教室も行っております。 

  生活全般につきまして、今、相談内容も多様化しておりますので、

相談員のほうもそれぞれに対応できるように研修等を行っているとこ

ろでございますけれども、やはり今いった三つの言語以外の言葉をお

使いになる方々というのも当然多くいらっしゃいまして、全部の言葉

に対応するというのが少し難しい状況になっております。 

  例えば英語もできない、もちろん中国語も韓国語もできないという

方がいらっしゃいますので、そういった場合には日本語を何とか優し

くわかりやすくお伝えできるように、難しい言葉は簡単な言葉に置き

かえて、漢字は平仮名にしてというような工夫も、今後必要になって

くるかなというふうには所管として思っておりますので、多くの、例

えば６０カ国を超える方々が市内には在住しておりますので、そうい

った方々に対応できるように、今後も努力していきたいというふうに

考えております。 

  以上です。 

○渡部市長 よろしいですか、どうぞ。 

○吉村委員 見事な対応だと思うんですが、ここに来れば、日本語を学

べばいいんですよ。だから、何でもポルトガル語だとかスペイン語の

わかる人を配置するというのは経費の問題でも大変だと思いますので、

できるだけ日本語で早く学べるようにもっていくかということを考え

るのも一つの方法かなというふうに思いますね。 

  そのためにやっぱりボディランゲージというか、音楽だとか、芸術

だとか、工作だとか、スポーツだとか、これは共通の言語となり得る

ものですから、そういうものを通じて、この東村山市に同化してもら

うような持っていき方というのもお考えになったらいかがでしょうか。

恐らくご案内になっていると思いますけれども、さらに推進してもら

えればいいんじゃないかなと思いました。 

○荒井市民相談・交流課長 市民団体のほう、例えば国際友好協会であ

ったりとか、地球市民クラブであったり、日中友好協会であったり、

皆さん活動していただいているんですけれども、さまざまな場面で、

例えばスピーチ大会をしようとか、グローバルパーティーをしよう、

クリスマスパーティをしようというような企画をしていただいており
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ます。その中で全部の外国人の皆さんにお話しするというのが、なか

なか今難しいんですけれども、なるべくつてを伝わりながら、そこに

参加していただいて、交流の中から日本語を学んだりとか、ネットワ

ークができるような場面を常につくっていきたいなというふうには考

えております。 

  以上です。 

○渡部市長 よろしいでしょうか。 

當摩委員。 

○當摩委員 今、吉村委員からのとても貴重なお話を伺えて、ご提案い

ただいてとてもうれしく思っております。実はちょっとここでご説明

というか、ご案内させていただきたいことがございまして、私も吉村

委員が思ってくださっているようなことを私なりに考えさせていただ

きまして、実は先ほど青木次長からお話いただきました８月にさせて

いただきました新任の先生方へ、人権ってなんだろうということで、

お話させていただきました中に、私の長女がアメリカでの現地校での

体験とか、日本に帰ってきてからの体験ということを、その後、私が

かかわらせていただいた全生園へのことと、結びつけてお話をさせて

いただきました。 

  それは私が思いましたときに、人権ということの中に外国人という

言い方がいいかどうかというのはちょっとわからないんですが、一応

課題としてはそういった言葉であらわせておりますので、そこのとこ

ろというのは、今広く取り上げないと、多文化を取り上げないといけ

ないのではないかなという気持ちがございまして、そしてそのとき、

私が枕詞に使わせてもらったものというのが、実はバービー人形だっ

たんです。そのバービー人形というのが、黒人のバービー人形と、そ

れからアメリカで実際そういった生活を体験した娘が取り寄せてくれ

たのが、ちょっとぽっちゃりバービーちゃんなんですね。これは明ら

かにバービーって８頭身で格好いいというようなことですけれども、

アメリカの社会の中でもいろいろな体形の方々とかがあるということ

が人権の尊重につながっているということで、そのことから入らせて

いただいたんです。森教育長も聞いていただいたからわかっていただ

いていると。 

  そういったことの中で、実は人権尊重の推進校になっている萩山小

学校と、私、全生園のことで少しお手伝いさせていただきまして、今
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度６年生の先生が外国人に関しての授業をやりたいということで、そ

ちらも少しお手伝いさせていただいておりまして、それがまさしく吉

村先生が今おっしゃってくださったような、子供たちにやはり、外国

の方ってどういうものだろうということを身近な形でもっと知らせら

れることはないかということで、１０月２５日に授業をなさることに

なっていただいたんですが、それを中国を母国として、日本にもう帰

化された３人の方なんです。 

  それで、あと二人は地球市民クラブに所属してくれている、もとも

と中国の方なんです。それで、もう日本語を完全に駆使できますので、

その方々３人が一緒になって２時間の授業をしていただくことによっ

て、しかも東村山市がオリパラの中国のホストタウンになったという

うれしいニュースもございますので、中国というものをより身近なも

のにしてもらうための授業。それから、外国の方って何だろうという

ことがコラボできればいいねということで、せんだって、先生方と一

緒に集まって、３人と打ち合わせを一緒にさせていただきました。 

  ですから、そうしたことも少しずつ、人権を考える中で、本当に少

しずつですけれども、取り組ませていただいているということをお伝

えさせていただきたいと思っております。 

  やっぱりいろんなことをやってみないと広がりは見せていかないの

が、この人権ということと、それから小関委員がおっしゃってくださ

いましたように、結果、自己を尊重し、他者をも尊重できるという社

会を築いていくことが、この人権ということの大切なことだと思いま

すし、市長が目指してくださっている笑顔あふれる東村山もこうした

ことが重なってできていくものではないかなと、熱い思いをもってお

ります。 

  そんなことで一つ中国という切り口で１０月２５日に萩山小で授業

がされますので、そんなことをお話させていただきます。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  国際化にあわせて、国際理解、あるいはいわゆる最近の言葉ではダ

イバーシティの推進ということになろうかと思いますけれども、男女

共同参画や外国籍の多文化共生ですし、あるいは先ほど市民相談・交

流課長からも触れましたが、近年ではやはり性的マイノリティの方の

人権尊重ということも大きな課題になっているところでございまして、

今後、教育の現場の教育委員会、学校と市長部局人権の担当でありま
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すのは当市では市民相談・交流課が人権については基本的には担当し

て、同時に国際理解、あるいは多文化共生も同じ課で所掌をしている

ということがあります。 

  それから、人権の森については企画政策課のほうで担当していると。

幾つかセクションは分かれていますが、先ほども小関先生のほうから

お話がありましたが、それぞれ双方で連携を密にしながら、特に次代

を担う子供たちにしっかりした人権感覚を身につけさせる、養ってい

くということが大事かなと思っておりますので、また折に触れて本件

についてはご指導をいただければというふうに思っております。 

  時間の関係もあるので、できましたら次の議題に移らせていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  引き続きまして、それでは議題２の保幼小の効果的な接続と連携の

工夫についてを議題といたします。 

  まず、教育委員会からでよろしいんですか。説明をお願いいたしま

す。 

○青木教育部次長 本市における保幼小連携についてご説明いたします。

資料１の２枚目をごらんください。 

  本市教育委員会では平成２８年度から東村山市保幼小連絡会を設置

し、年間２回、各保育所、幼稚園、小学校から保育士や教員が１名ず

つ参加し、幼児教育から小学校教育への円滑な接続に向けて、小学校

区別に情報交換を行ったり、専門家による講演会を行ったりしており

ます。 

  その目的としましては、市内の保育所、幼稚園、小学校の子供たち

の生活スタイルや、保育及び指導のあり方を相互に理解するとともに、

ともに連携を推進することにより幼児期から小学校低学年にかけた学

びの連続性を持たせ、小１プロブレムの未然防止を図ることを目指し

ております。 

  本連絡会の情報交換の中で保育所、幼稚園の先生方からは、「就学

支援シートの作成と活用について、小学校と共通理解を図ることがで

きた」、「小学校の教育活動を踏まえた幼児教育のあり方について考

えを深める機会になった」などの意見をいただきました。 

  また小学校の先生からは「連絡会を通して、保育所や幼稚園を身近

に感じられるようになった。」「保育所、幼稚園との交流を積極的に

行っていきたい」という意見が出ました。本連絡会実施後、小学校区
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内の保育所、幼稚園の年長児が小学校１年生と交流する取り組みを始

めたところもあると伺っております。 

  また、市内の小学校の取り組みとしましては、南台小学校では平成

２８年度に南台地区にある保育所、幼稚園、小学校、中学校、市立高

等学校が南台地区学校園連絡会を設置いたしまして、毎月１回あいさ

つデーを実施するなど、新たな活動を始めております。 

  平成２９年度はさらに富士見小学校や都立東村山西高等学校も参加

し、富士見町学校園連絡会として拡大して、さらに連携を深めている

とのお話も伺っております。 

  今後も就学前教育と小学校教育との円滑な接続に向けた連携の充実

を図ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○渡部市長 引き続きまして、市長部局のほうからご説明をお願いいた

します。 

  子ども育成課長。 

○安保子ども育成課長 子ども育成課長、安保でございます。よろしく

お願いいたします。 

  子ども育成課より、公立保育園と近隣小学校との連携事例について

申し上げます。資料４をごらんください。 

  本市の公立保育園につきましては、市内に第一から第七まで七園ご

ざいまして、各園との小学校との連携の取り組みを行っております。

この中から複数の園が行っているものを中心にご紹介させていただき

ます。 

  １点目、子供を中心とした交流といたしまして、先ほどもお話がご

ざいましたが、５歳児クラスの子供たちが近隣の公立小学校に出向き、

１年生の児童と一緒に鬼ごっこをしたり、グループで何かをつくって

遊んだりして、小学校の雰囲気を自身で感じ取るような取り組みが行

われております。 

  一例を申し上げますと、第一保育園の５歳児クラスにつきましては、

大岱小学校１年生と、第二保育園の５歳児クラスにつきましては、萩

山小学校１年生と、というような取り組みが各園で行われているとこ

ろでございます。 

  ２点目でございます。保育士と小学校の先生、いわゆる先生同士の

連携といたしまして、子供一人一人の記録でございます保育所保育要
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録を各園で作成しておりますほか、子供の健康面や人とのかかわりな

どで配慮が必要な場合に、保護者と保育園とが協力して就学支援シー

トを作成し、これらそれぞれを入学予定の小学校に送付しております。  

  また送付の機会を通じまして、保育士と小学校の先生同士が直接会

って、情報共有をすることも行われていると伺っております。 

  ３点目でございます。保護者や子供の入学に向けた心構えの醸成と

いうものを目的といたしまして、小学校での生活に必要なことや、登

校前、下校後の家庭生活で習慣化を促したいこと、例えば、着がえで

すとか、あるいは集団生活についてのことですとか、そういうものが

一例として挙げられますが、これらについて保育園のお便りとしてま

とめまして、保護者に配付し、親子でそれに取り組んでもらえるよう

にというふうに促している事例も聞いております。 

  大変雑駁ではございますが、子ども育成課からの報告は以上でござ

います。 

○渡部市長 説明が終わりました。ただいまの現状の保幼小の連携につ

いての取り組みについて、何かご質問、ご意見がございましたら、お

願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

  佐々木委員。 

○佐々木委員 今お話いただいた中で市立保育園との取り組みが基本的

にメインになったんですけれども、あと私立の幼稚園等でもどんな活

動、交流とかをされていることがあれば教えていただきたいなと思い

ました。 

  あと私とかも第１子の子供をまず入学とか入園についても、入れる

ときって、どうしても一人目って不安になるので、こういった取り組

みが市全体の中でされているということはすごくありがたいことです

し、保護者の方々も安心して子供たちを幼稚園、保育園に入園させる

ことができるのかなと思います。 

  あと、私立の幼稚園でも小学校にお邪魔させていただいて、一日小

学校の体験させていただくというところも実施されていることもある

かと思いますけれども、いよいよ１年生になるんだなという親も子も

心構えができるいい機会になるので、ぜひ今後も続けていただけたら

なと思います。 

  以上です。 

○渡部市長 回答ありますか。お願いします。 
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○安保子ども育成課長 私立の幼稚園、保育園の取り組みについてはす

みません、ここではつぶさに把握しているわけではございませんが、

当然これらの連携に関する取り組みにつきましては、保育所であれば、

厚生労働省が示しております保育所保育指針、それから幼稚園につき

ましては文部科学省が示しております幼稚園教育要領、それから今年

度から東村山にもあります幼保連携型の認定こども園についても、こ

れらの教育・保育要領というものが内閣府並びに文部科学省、厚生労

働省、３省の共同で出されておりまして、これらの中に小学校の連携、

あるいは幼稚園教育と小学校教育との連携の取り組みを必ずすべきこ

とというようなことが明記されておりますので、これらに基づいてや

っているものと認識しておるところでございます。 

  そのほか、小学校の学習指導要領のほうにも、地域や学校との実態

に応じて家庭や地域の人々の協力を得るとか、あるいは小学校間、幼

稚園や保育所、中学校及び特別支援学校との間の連携や交流を図るこ

と等が明記されておりますので、これら、幼稚園、保育園、認定こど

も園、それから小学校との連携というものが、これらの明記のもとに

行われていると、そういうような状況として把握しております。 

  以上です。 

○渡部市長 よろしいですか。 

  ほかに、吉村委員。 

○吉村委員 今、安保課長がきちんと説明されたので、非常に納得した

んですけれども、まず２点ありまして、１点目が東村山市保幼小連絡

会というのがちょっと気になったんです。というのは、当然こども園

が内閣府絡みでできていますので、だからここに保幼、こども園と小

学校の連絡会にならなければ、これからこども園に送っているお母さ

ん方からクレームがつくでのないだろうかという心配が一つ。 

  二つ目は、私はたまたま小学校の学習指導要領が市のどこかで出た

んですけれども、読んでいましたら、今までこういう記述はなかった

んですよ。体育編を見ていたら、運動遊びが苦手な児童に対してどう

したらいいか。やわらかいボールだとか空気を抜いたボールを使いな

さいと、こうあるんです。こういうことがあるというのは、特に保幼

小の連絡会というのは極めて重要なことだと思います。 

  もう既に小学校１年生で運動や遊びが苦手な子をつくり上げてしま

っているということなんですよね。ですから、率先してここに力を入
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れて、教育のほうに懸命にやっていただくと非常にありがたいなとい

う、エールです。よろしくお願いします。 

○渡部市長 回答はありますか。 

○青木教育部次長 エールをいただき、ありがとうございます。 

  保幼小連絡会は、幼稚園の先生方、保育士さん、それから園長さん

にも来ていただきました。前回５月に開催市しました保幼小連絡会の

中で、冒頭の挨拶の中で幼稚園の園長先生からお話をいただく中で、

遊びを通して学習をしているというお話をいただいています。交流と

して施設見学等も子供たちが行っているということも伺っております

ので、これからもより一層連携ができるように努めてまいりたいと思

います。ありがとうございます。 

○渡部市長 今、吉村委員からのご指摘は一応各保育園、幼稚園、小学

校から１名ずつという構成になっているけど、認定こども園とかいろ

んなタイプのあれがあって、そこはどうなんですかというご質問なん

だけど、入っているんですか。あるいはいわゆる地域型保育だとか、

いろんなパターンの代表の方は入っているんですかね。 

○青木教育部次長 入っているということでございます。 

○渡部市長 ということだそうです。 

どうぞ。 

○吉村委員 自己紹介していいですか。私の実家が７０年幼稚園、保育

所をやっているんですよ。大規模幼稚園、大規模保育所をやって幼保

一元化でやっていまして、そういうわけでそういうこども園に移行す

るか、今大きな教育界の問題なんですね。 

  今一方で、１５名単位のマンションなんかで子供を預かる幼稚園を

都内でどんどんつくり上げていったらどうだと。厚生労働省はじゃば

じゃばお金を出すんですね。文科省の大体倍くらい出します。そんな

でこぼこが幼稚園教育にはあるものですから、その辺の社会的な状況、

お金の流れなんかも十分ご理解いただいて、この連携をしっかりして

いかなきゃならないんじゃないかということです。 

○渡部市長 新制度が始まってから、いろいろ今保育、あるいは幼児教

育現場がいろいろまだ正直言って混乱しているといっても過言ではあ

りませんし、市内の幼稚園について言えば、まだ文科省の体系の中で

やられているというところがございまして、今後幼保の連携、それか

ら小学校との連携というのは非常に大きな課題かなとは考えていると
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ころでございます。 

  今、吉村先生からのご指摘を踏まえて、円滑に連携が図れるように、

そこは考えていく必要があるかなと思いますが、ほかに委員の皆様か

らこの件についてございますでしょうか。 

  小関委員。 

○小関委員 私が校長の時代です。もうかなり前のことになるんですけ

ど、学校単位では、その地域の幼稚園や、それから本当にキッズサー

クルのようなものとか、そういった保育園も含めて、いわゆる連携、

保幼小などの連携というのをやっていましたけれど、市としてこの連

絡会ができて、そして構成も教育委員会だけではなくて、子ども育成

課長も入ってということで、とってもいいなと思います。 

  中身も２８年度２９年度それぞれ拝見して、具体的で本当に進んで

きているという実感をもちました。ただ、実際に先生方の交流という

か、具体的な場面で子供をどう指導しているとか、そういったことが

すごくお互いの理解には重要だと思うので、現場への支援といいます

か、保育園の先生方、幼稚園の先生方が学校にいらっしゃる、あるい

は学校の先生方が保育園や幼稚園に行って、つぶさに子供の保育の実

態を見るとかという、そういったことができるといいなということが

一つです。 

  それから広くはこうした保幼小ということで、小１プロブレムの未

然防止というお話もありましたけれども、大きく就学前教育というふ

うに捉えたときには、たくさん子育てについて悩みを持っている保護

者は多いんじゃないかと思うんです。そういう保護者への子育て支援

にもつながるということが今後は期待できるんじゃないかと思います。  

  そういう点で、この取り組みをもう少し広げて、いわゆる就学前教

育の取り組みを考えるというようなところに結びつけていただけると、

それこそ教育委員会、そして支援課の取り組みとしてということで、

発展できるんじゃないかと考えています。 

  もう一つ、子供たち、先生同士の交流、それから子供たちの交流と

いうのはあるんですが、保護者同士のいわゆる連携、交流というのも

視野に入れていって、地域で子供を育てるという、そういったところ

も遠くは視野に入れておく必要があるんじゃないかというようなこと

を考えています。 

  以上です。 
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○渡部市長 ありがとうございます。 

  事務局のほうから何かありますか。 

  昨年度、この総合教育会議でお示しさせていただきましたけど、ま

ず相談機能については今まで未就学と就学児以降で、相談機能が組織

として分かれていて、なかなかつなぎがうまくいかないという大きな

課題があって、これを一元化して切れ目のない相談支援をやろうとい

うことで、多分全国では異例ですけれども、まず教育委員会の中に一

元的に相談機能を今位置づけをさせていただいて、一定の成果は上が

っているかなというふうに考えています。 

  ただ、やはり保幼小の具体な連携となると、今、会議体として保幼

小の連絡会というのは立ち上がってきていて、いろいろなあれもやっ

ていますし、紙ベースでは就学支援シートを作成して、それで個々の

お子さんについての情報を幼稚園、あるいは保育園から学校のほうに

上げるということで、このお子さんについての特徴だとか、どういう

支援、指導が必要なのかということについては、ある程度の情報伝達

がいけるようにはなっているんですが、今、小関委員がおっしゃられ

るように、一部、今の公立保育園の場合では、実際に保育士が気にな

るお子さんについては、学校に出向いて、面談、新１年生になったお

子さんの担任の先生に面談をして、この子はこういう特徴があって、

こういう指導をすると非常にいい子なんですということを、直にお伝

えをしている保育士もいます。 

  先生方も保育士も忙しい中ですけれども、卒園したら終わりという

ことではなくて、学校のほうに行って、そういうつなぎをきちんとや

っている保育士もいるんですが、なかなかじゃあこれがシステマチッ

クに全ての公立園、あるいは私立の保育園や幼稚園、あるいは認定こ

ども園で全部できているかというと、なかなかそこまではできていな

いのがまだ現状かなと思いますので、この辺、人的な、まさにフェイ

ス・トゥ・フェイスで、年長さんの担任の先生が小１の担任の先生で、

全てのお子さんについては無理ですが、ちょっと気になるお子さんに

ついては紙ベースだけではなくて、どんな指導を保育園、幼稚園では

してきて、学校ではこの辺を少し配慮してあげるとこの子はすごく伸

びるんじゃないかと。 

  ここは今後しっかりシステム的に私としては取り組みをしたいと。

そのことが、やはり小１プロブレムの解消につながって、どうしても
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発達障害のお子さんが将来不登校児になる可能性が高くて、やはりそ

こをうまく保幼小の連携、それから小学校から今度は中学校に上がる

連携をきちんとしていくことによって、不登校児童にならないように、

その子の特性に応じた指導を、学校の現場で先生方に心がけていただ

けるような環境づくりは、非常に重要かなと。そのようには考えてお

ります。 

  なかなか皆さん忙しいので、一人一人のお子さんの情報を保育士も

仕事をしながら、じゃあ、学校行って全部お伝えする、あるいは学校

の先生が保育園や幼稚園に来て、この子に幼稚園、保育園時代はどん

な指導をされたのかということを聞きに来る。なかなかそこまででき

ないんですけど、本当はそこまでやれると非常にいい効果が生まれる

ようには思っていますので、少しずつでもそこは、せっかくこういう

総合教育会議の場ができていますので、教育委員会、各学校と、各講

師を含めた、幼児教育機関や保育園等々の連携を密にとれるような、

具体的なアクションを起こせるように、我々もちょっと知恵を絞りた

いなと、そのように思っております。 

  どうぞ。 

○當摩委員 これを言うと、ちょっと家庭内で怒られてしまうかもしれ

ないんですが、実はこの保幼小の会議に下の娘が出させていただいて

おりまして、それで３回終わったわけですね。もう一回今年あると思

うんですが、やはり彼女なりの少しの疑問を感じてくれていることを

伝えてくれましたので、今市長からのそういうメッセージを頂戴した

のでちょっとお伝えしてもよろしいでしょうか。 

  席次表等をちょっと見せてもらったんですね。その中でやはり近隣

の幼保、それからもちろん認定こども園もちゃんと中に入っておりま

したので、その確認はできております。 

  そうした形での席決めの中で、やはりもしかすると、今、市長がお

っしゃられたようなことをみんなで考えていく中では、もう少し工夫

があってもいいかもしれないなという気持ちは漠然としております。 

  それと、やはり年に２回ということで、限られた時間の中で、しか

も保育士の方も恐らく娘も幼稚園で子供たちを見させていただいてい

るので、もう駆けつけなければいけないような時間の中で会議に参加

させていただくという中で、なかなか出していただくテーマというの

が、ストンとまだ落ちにくいということも申しておりました。 
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  成育に課題があるかなというようなお子様も見ることがあって、そ

うしたところ、例えば学びとかができるような形もあるとうれしいな

というようなことも、よく私に申しておりますので。 

  そのようなことを、ぜひまた考慮していただければうれしいと思い

ます。これを実りのあるものにしていただけると、すばらしいと思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  保幼小の連絡会の会議の持ち方自体もちょっと知っておく必要があ

るんではないかという問題提起ですので、ちょっとそこは教育委員会

と子ども育成課が恐らく主体で市長部局だと思うので、よく連携をと

りながら、実りある会議体になるようによろしくお願いして、できれ

ば次の発展系として個々の先生同士の交流ができるようなところをど

ういうふうにつくっていくかということを、ちょっと課題として考え

ていただけるといいかなというふうには思います。 

  すみません、ちょっと仕切りの仕方が悪くて、時間がだんだん足り

なくなってきましたので、本件についてもこれもなかなかすぐ結論が

出るような話ではなくて、今後の推移を見守りながら折りに触れてご

意見をいただければと思っております。 

  以上で、議題２の保幼小の連携については終了させていただいて、

最後の調整ということで、これは市長部局からのお願いになりますの

で、児童クラブの学校施設利用に関する検討についてを議題とさせて

いただきたいと思います。 

○渡部市長 それでは児童クラブの学校施設利用に関する検討について

ということで、子ども家庭部のほうから説明をお願いいたします。 

○半井児童課長 子ども家庭部児童課長の半井でございます。まず児童

クラブ事業につきまして簡単にご説明をさせていただきます。 

  児童福祉法で定められております放課後児童健全育成事業のことで、

小学生の保護者が労働等により昼間家庭にいないものに授業終了後に

児童更正施設等の施設を利用して、適切な遊び及び生活の場を与えて、

その健全な育成を図るという事業でございます。 

  当市では小学校１５校に対しまして、現在２５の施設がございます。

対象につきましては、市内在住者ですので、市外の私立の小学校や特

別支援学校等に通学している児童も含まれます。 

  そこの総合教育会議におきまして児童クラブ、学校施設利用に関す
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る検討ということで、ご依頼という形になります。資料５をごらんく

ださい。 

  今後の児童クラブの増設に当たりまして、学校施設の利用について

検討いたしたく、教室使用状況を調査いたしたいというお願いでござ

います。 

  児童クラブの状況でございますが、近年当市の小学生は毎年微減し

ておりますが、児童クラブのニーズは増加傾向であり、平成２９年度

当初の状況ですと、受入規模数１，４０９人に対しまして、弾力的な

入会対応により、１，５６３人現在在籍しております。 

  資料５の２枚目をごらんください。下段になりますが、規模数を１

５４人上回り、受入をしている状況でございます。特に規模数を大き

く上回った児童クラブは、秋津児童館育成室、富士見児童館育成室、

北山児童館育成室、第１田児童クラブであります。 

  平成２７年度からの子ども・子育て支援新制度によりまして、児童

クラブの基準が示され、当市でも法令等により児童一人当たりの専有

面積が１．６５平米ということを定め、平成３２年度から適用されま

すことから、ここ数年規模数を大きく上回っている児童クラブ、具体

的には先に述べましたが、秋津、回田、北山、八坂の各小学校の児童

が通う児童クラブとなります。 

  こちらにつきましては至急、増設整備が必要な状況となっておりま

す。そこで今後の施設整備につきましては、公共施設等総合管理計画

で示していることから、新たに増設するのではなく、現状施設の活用

として学校施設を利用させていただき、整備を行うことができないか、

検討させていただきたい。そのためには、学校教室の利用について調

査をさせていただきたいと考えております。 

  資料項目の、１枚目のほうの４になりますが、調査対象は市内１５

の小学校で、調査方法と調査内容は記載のとおりでございます。学校

の負担は最小限になるよう配慮させていただきたいと考えております。

どうぞご検討をよろしくお願いいたします。 

  児童課からは以上です。 

○渡部市長 説明が終わりましたけれども、本件につきまして、ご質問、

ご意見がありましたらお願いいたします。 

  今、説明がありましたように、児童・生徒数は年々減少傾向にある

んですけれども、児童クラブについては応募がどんどん毎年のように
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ふえていて、子ども子育ての新しい支援制度になって、これまでは高

学年は当市ではお預かりしていなかったんですけれども、今６年生ま

で基本的にはお預かりをするという状況で、端的にいうともうキャパ

が全然足りていないという状況です。 

  これまでも待機児が出ていたりする過大なクラブについては、第２

クラブまでつくってきた経過があるんですが、現状もうそれでも足り

ない学校が出始めていて、新たな施設を設ける用地の確保もままなら

ないということがあって、前にもご説明しましたように、公共施設再

生の考え方でいきますと、新規に新たな公共施設をつくるのではなく

て、できるだけ有効に既存の施設を活用して、多機能化を図っていく

という方針で、これから市としては臨んでいきたいということで、や

はり学校施設ではありますが、学校も２４時間３６５日使われている

わけではないので、その辺の利用実態を調査をさせていただいて、学

校教育に支障のない範囲で他の目的、例えば児童クラブ等の教室とい

うか、保育室として活用ができないかという検討を市長部局としてこ

れから着手をさせていただきたい。 

  各学校によってもいろいろご事情がありますが、まずは教育委員会

の皆様にご理解をいただいた上で、これから各学校等にご説明をして、

実態の調査把握をさせていただければと、そのように考えております。  

  いかがでしょうか。吉村委員。 

○吉村委員 一言でいうと、とてもいい試みだと思います。ぜひよく利

用できるようにご努力いただければと思っています。 

○渡部市長 特に皆様からご異存がなければ、これから所管のほうで教

育長と教育委員会と相談させていただいて、小学校の校長会等にまず

趣旨を説明させていただき、調査に着手をさせていただきたいと、こ

のように考えておりますので、ぜひご理解、ご協力のほどお願いをい

たします。 

  ありがとうございました。 

  それでは最後のその他、事務連絡等がございましたらお願いいたし

ます。 

○東企画政策課主査 事務局から次回の総合教育会議の日程のほうをご

報告いたします。 

  次回の総合教育会議は、平成３０年２月１日木曜日、場所は本日と

同じくマルチメディアホールを予定しております。日程、場所につき
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まして変更があった場合につきましては、市ホームページ等でお知ら

せをしていきたいと思います。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  特に委員の皆様からその他でなければ、これをもちまして、閉会と

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 それでは本日の第３回東村山市総合教育会議を閉会といた

します。皆様ありがとうございました。 

午前１０時２０分 閉会 

 

 




