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○会議 事件 は次の と おりで ある 。
１

開会

２

挨拶

３

議題
ス ポー ツに関 す る事務 の市 長部局 へ の移管 につ いて

４

閉会
午前９ 時０ ０分

○渡部 市長

開会

皆 さん 、 おは よう ござ いま す。 早 朝か らお 集ま りいた だき

まして 、あ りがと う ござい ます 。
そ れで は、 まず 、議題 に入 りま す前 に、本 日の 会議 の案 内と配 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

企画 政策 課、 笠原 でござ いま す。 よろ しくお 願い

いたし ます 。
で は、 本日 の会 議につ いて ご案 内さ せてい ただ きま 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 議題 は、ス ポ
ーツに 関す る事 務の 市長部 局へ の移 管に ついて 、を 取り 扱い させて い

１

ただき ます 。そ の関 係で、 市長 部局 より 総務部 長、 次長 、人 事課長 が
同席さ せて いただ い ており ます 。
ま た、 報告 案件 の関係 で、 経営 政策 部施設 再生 推 進 課、 子ども 家庭
部児童 課が 同席し て おりま す。
そ れで は、 次に 、 配付 資料 の確 認を させて いた だき ます 。 事前 配付
させて いた だき まし た資料 とい たし まし て 、１ 、資 料番 号 は ござい ま
せんが 、次 第。 ２、 資料１ 、 ス ポー ツに 関する 事務 （学 校に おける 体
育に関 する こと を除 く）の 移管 につ いて 。資料 ２、 地方 教育 行政の 組
織及び 運営 に関 する 法律の 抜粋 。資 料 ３ 、平成 ２９ 年度 市民 スポー ツ
課主要 行事 。資 料４ 、外部 委嘱 ・任 命組 織 一覧 。資 料５ 、平 成３０ 年
度東村 山市 総合教 育 会議年 間ス ケジュ ー ル（案 ）。
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 。平 成２ ９年度 第３ 回東 村山 市総合 教育 会議 会議 録。平 昌
２０１ ８オ リン ピッ ク冬季 競技 大会 、 パ ブリッ クビ ュー イン グのチ ラ
シ。人 権フ ォー ラム ２０１ ８演 劇「 光の 扉を開 けて 」の チラ シ。東 村
山 市 立 大岱 小学校 の 学校だ より 。
以 上、 １１ 点を お配り させ てい ただ いてお りま す。 もし 不足ご ざい
ました ら事 務局ま で お願い いた します 。 よろし いで しょう か 。
○渡部 市長

委 員の 皆様、 資料 の 不 足ご ざいま せん でし ょう か。大 丈夫

でしょ うか 。
そ れで は、 早速 ですけ れど も、 本日 の 傍聴 者に つい て 、 委員の 皆様
にお伺 いい たしま す 。
本 日の 審議 内容 につい て、 事前 通知 を させ てい ただ いて おりま すが 、
特段の 非公 開情 報は ないと 思わ れ ま すの で、傍 聴者 の入 場を 許可 し た
いと存 じ ま すが、 よ ろしい でし ょうか 。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

と いう こと で 、傍 聴 者 につ いては 入場 を許 可い たし ま す。

また、 会議 途中 で傍 聴希望 者 が 来た 場合 にも、 同じ よう に入 場を許 可
する形 でよ ろしい で しょう か
（
○渡部 市長

異 議な し

）

会 議途 中で も 、傍 聴希 望者 が来た 場合 は、 同じ ように 入場

を許可 させ ていた だ き ます 。
ま た、 本来 です と定員 は１ ０名 とな ってお り ま すが 、会 場の規 模か
ら 判 断 して １０ 名 以 上の傍 聴が 可能 と思 われま すが 、 一 応、 傍聴席 が
２

あれば 、あ いて いれ ば その 人数 分、 傍聴 人 の入 場を 許可 した いと思 い
ますけ れど も、よ ろ しいで しょ うか。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

では 、 そのよ うに させて い ただき ます 。

そ れで は、 事務 局より 傍聴 者人 数の 報告と 入場 をお 願い いたし ます 。
○笠原 企画 政策課 長
○渡部 市長

現在 、傍 聴人数 ５ 名いら っし ゃいま す 。

じゃ あ 、入場 させ てくだ さ い。

暫 時休 憩いた し ます。

○渡部 市長

午前

９時 ０３ 分

休憩

午前

９時 ０５ 分

再開

再開 い たしま す。

こ こで 傍聴 の方 にお願 いが ござ いま す。傍 聴し てい ただ くに当 た り
ましては、お手元にご配付させていただいております「傍聴者の方
へ 」の 内容 を遵守 し ていた だき ますよ う 、ご了 承お 願い い た し ます 。
そ れで は、 これ より会 議に 入ら せて いただ きま すが 、そ の前に 一言
ご挨拶 を申 し上げ さ せてい ただ きます 。
改 め て 、皆 様、 おはよ うご ざい ます 。 東村 山市 長の 渡部 尚です 。教
育委員 の皆 様方 には 、 日ご ろか ら東 村山 市の教 育の 充実 発展 のため に
多大な ご尽 力を いた だいて おり ます こと に改め て感 謝を 申し 上げ た い
と思い ます 。
本 日は 、議 題は 一つで ござ いま して 、スポ ーツ に関 する 事務の 市長
部局へ の移 管と いう テーマ でご ざい ます 。後ほ ど事 務方 から ご報告 を
させて いた だき ます が、今 回に 至っ た考 え方に つい て、 私の ほうか ら
お話を させ ていた だ きたい とい うふう に 思って おり ます。
当 市は 、こ れま でスポ ーツ 行政 につ いても 、 教 育委 員の 所掌事 務と
いうこ とで 取り 扱い をして おり まし て、 現状で は、 スポ ーツ 、文化 に
関する 事務 につ いて は、条 例に 基づ いて 市長部 局に その 事 務 を移管 す
ること が可 能な 状況 になっ てお りま す。 こうし たこ とか ら、 現在、 多
摩２６ 市に おき まし ては 、 スポ ーツ 行政 に関し まし ては 、１ １の市 で
既に教 育委 員会 から 市長部 局に 移管 され て運営 をさ れて いる ところ が
ござい ます 。
３

こ れま で当 市の 場合は 、教 育委 員会 でスポ ーツ 行政 の事 務を取 り扱
ってい て、 全体 的な 不都 合 があ った とか という こと では 当然 ござい ま
せん。 スポ ーツ 都市 宣言を して 、教 育委 員会を 中心 に全 庁的 にスポ ー
ツ振興 に努 めて きた という こと でご ざい ますが 、さ らに この 間、総 合
教育会 議の 中で もい ろいろ とご 議論 いた だいて おり ます よう に市長 部
局との 連携 が非常 に 必要に なっ てきて い る状況 がご ざいま す 。
特 にス ポー ツ行 政につ い て 言い ます と、目 前に 迫り まし た２０ ２０
年の東 京オ リン ピッ ク・パ ラリ ンピ ック に向け て、 この 間、 実は中 国
のホス トタ ウン にな ったり とか 、東 京２ ０２０ オリ ンピ ック ・パラ リ
ンピッ クを 契機 に市 民スポ ーツ のよ り充 実を図 って いこ うと いうこ と
で進め てき てい ると ころで ござ いま すが 、実は 、オ リン ピッ クに関 し
ま し て 言い ます と 、 今、現 状で は３ 部に またが って 事務 を行 ってい る
という 状況 が実 はご ざいま す。 経営 政策 部と教 育部 と 、 それ から、 対
外的な 中国 との 外国 との 折 衝等 につ いて は市民 部で 行う とい うよう な
こ と で 、非 常に 多く の部に また がっ て オ リン ピ ック に向 けて 取り組 み
を進め てい る と いう ことで 、非 常に やは りそこ につ いて は 煩 雑 さ が あ
って、 ２０ ２０ 年の 東京２ ０２ ０オ リン ピック ・パ ラリ ンピ ックに 向
け て、 特に 当市 の場 合は 、 中国 のホ スト タウン に昨 年 な った という こ
とから 、そ この 行政 事務を 効率 的に 進め ていく とい うこ とが 一つ課 題
として ござ います 。
そ れか ら、 もう 一つは 、ご 案内 のと おり 学 齢期 のお 子さ んの人 数よ
りも高 齢者 の方 の人 口のほ うが はる かに 多いと いう こと で、 年々高 齢
化が進 んで いる 中で 、医療 費や 介護 給付 費の伸 びが なか なか 抑えら れ
ないと いう か、 非常 に伸び 続け てい て 、 そのこ とが 結果 とし て市の 財
政を著 しく 圧迫 して いると いう 大き な課 題があ りま す。 そう いう中 で、
ご本人 にと って も 、 やはり 健康 維持 増進 という こと が大 切な ことで す
し、ご 家族 の方 にと っても 大切 なこ とで ござい ます が、 高齢 者にと り
まして も、 健康 維持 増進に はや はり スポ ーツ、 運動 とい うの は非常 に
重要な ファ クタ ーで ござい まし て、 これ まで以 上に スポ ーツ 行政に つ
いては 、市 長部 局の 特に高 齢施 策等 々の 連携が 極め て重 要な 状況に 置
かれて いる とい うこ とがご ざい まし て、 かねて から 、 教 育委 員会 が 所
掌して いる スポ ーツ 行政の 事務 につ いて は、市 長部 局 に 移す ことに つ
いては 、 内 々に 検討 を進め てき たと ころ がござ いま す。 あわ せて今 、
人口減 少、 少子 高齢 化とい う中 で、 地域 の中で 、や はり 活力 、魅力 あ
４

るまち づく りを 進め ていく とい うこ とで 今、東 村山 創生 とい うこと で
産業振 興や 人を 元気 にする 、そ んな 施策 展開を 進め させ てい ただい て
いると ころ でご ざい まして 、新 たに 今度 の組織 改正 で 、 市長 部局の 中
に地域 創生 部 と いう 新たな 部を 設立 させ ていた だき まし て、 その中 に
東村山 創生 と一 体的 にスポ ーツ 振興 、そ れから 、オ リン ピッ ク等々 を
図りな がら 、人 も街 も活力 ある 東村 山づ くりを 進め てい くと いう観 点
から 、 教育 委員 会か らスポ ーツ 行政 の事 務につ いて は市 長部 局に移 管
させて いた だい て、 新たに 設け ます 地域 創生部 の中 に位 置づ けさせ て
いただ きた い、そ の ように 考え ている と ころで ござ います 。
も ちろ んス ポー ツに関 しま し て は、 当然教 育的 な側 面も 非常に 強い
わけで すし 、学 校教 育にお ける 学校 体育 と の密 接な 連携 も当 然必要 に
なりま すが 、今 、申 し上げ た緊 急と いう か 当面 する 課題 とし て、や は
り市長 部局 との 連携 をより 密に 図っ て い くこと が、 執行 体制 上、非 常
に望ま れる とい うこ とから 、今 回、 教育 委員の 皆様 にス ポー ツに関 す
る事務 の市 長部 局へ の移 管 のご 協議 をお 願いさ せて いた だい た次第 で
ござい ます 。
細 かな 内容 につ いては 、後 ほど 所管 のほう から ご説 明を させて いた
だき、 委員 の皆 様の ご意見 を承 りな がら 、でき れば 、今 回の ３月 定 例
会に組 織改 正案 とし て 議会 のほ うに 上程 をさせ てい ただ きた い。 そ の
前段と して は、 教育 委員の 皆様 のご 賛同 をいた だか なけ れば なりま せ
んので 、 今 日は 十分 に その 辺に つい てご 協議を させ てい ただ ければ と
いうふ うに 考え てお ります ので 、よ ろし くお願 い申 し上 げた いと思 い
ます。
そ れで は、 早速 次第に 沿っ て進 めた いと思 いま す。 議題 につい ては
今、申 し上 げ ま した 。本日 は、 スポ ーツ に関す る事 務の 市長 部局へ の
移管に つい ての みで ござい ます 。本 件に ついて は、 市役 所全 体の組 織
を所管 して おり ます 人事課 のほ うか らご 説明を 申し 上げ させ ていた だ
きます 。
そ れで は、人 事 課長。
○濱田 人事 課長

人 事課長 の濱 田と 申し ます。 よろ しく お願 いいた しま

す。
そ れで は、 平成 ３０年 度の 組織 改正 に伴い ます スポ ーツ に関す る事
務の市 長部 局へ の移 管につ きま して 、お 手元に 配付 して おり ます資 料
１と資 料２ に沿っ て ご説明 をさ せてい た だきま す。
５

初 めに 、平 成３ ０年度 の組 織改 正の 概要に つき まし てご 説明 を させ
ていた だき 、そ の後 、事務 の移 管の 背景 や法定 の手 続等 につ きまし て
ご説明 をさ せて いた だきま す。 説明 の順 番と資 料の 記載 の順 番が多 少
前後い たし ます が 、 ご容赦 いた だけれ ば と思い ます 。
初 めに 、平 成３ ０年度 の組 織改 正の 概要に つき まし て、 ご説明 いた
します 。資 料１の 中 段 をご らん くださ い 。
平 成３ ０年 度の 組織改 正の 主な 内容 といた しま して は、 市長部 局に
新たな 部と して 地域 創生部 を創 設い たし ます。 地域 創生 部の 創設の 目
的 と し まし ては 、少 子高齢 化、 人口 減少 時代に 対応 する ため 、街も 人
もとも に魅 力と 活力 を高め 、 さ らに 元気 にな る 好循 環を 加速 させる た
めの指 針で あり ます 総合戦 略を より 効果 的に進 め、 一層 の地 域振興 を
図るこ とに ありま す 。
当 市は 、こ れま でも市 民の 皆様 の多 様なニ ーズ や時 代の 変化に 適切
に対応 でき るよ う必 要に応 じて 組織 改正 を行っ てま いり まし た。特 に
部の再 編を 含み ます 大規模 な組 織機 構の 改正は 、５ 年ご とに 実施を し
ており まし て、 近年 では平 成２ ６年 度に 環境安 全部 の創 設な どを実 施
したと ころ でご ざい ます。 した がい まし て、次 の大 規模 な組 織改正 は、
本来で あれ ば 平 成３ １年度 に実 施す ると こ ろで ござ いま すが 、人口 減
少や少 子高 齢化 など の社会 状況 の 変 化、 東村山 創生 やオ リン ピック ・
パラリ ンピ ック 競技 大会を 契機 とし た地 域振興 への 課題 など 多くの 課
題があ り、 これ らの 課題に 適切 に対 応す る組織 機構 の構 築が 急務で あ
ること から 、大 規模 改正の 時期 を１ 年前 倒しし 、平 成３ ０年 度に実 施
するこ とと いたし ま した。
こ の地 域創 生部 には、 現在 、教 育部 にあり ます 市民 スポ ーツ課 を移
管しま して 、学 校に おける 体育 に関 する ものを 除い たス ポー ツに関 す
る事務 を移 管い たし ます。 この ほか 、資 料には 記載 をし てお りませ ん
が、地 域創 生部 には 、オリ ンピ ック ・パ ラリン ピッ ク担 当機 関を設 置
するほ か、 現市 民部 の産業 振興 課、 現経 営政策 部の 総合 戦略 担当所 管 、
都市マ ーケ ティ ング 課を統 合し まし たシ ティセ ール ス課 を配 置する 予
定でご ざい ます。
地 域創 生部 では 、スポ ーツ に関 する 施策と して 、地 域の スポー ツ振
興、ス ポー ツを 契機 と した 健康 づく り、 東京２ ０２ ０オ リン ピック ・
パラリ ンピ ック 競技 大会の 関連 事業 など の 事務 事業 を担 うこ ととな り
ます。 特に 世界 最大 のスポ ーツ の祭 典で ありま す オ リン ピッ ク・パ ラ
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リンピ ック 競技 大会 は、未 来を 担う 子供 たちに 夢や 希望 を与 え、誰 も
が暮ら しや すい 共生 社会の 実現 にも 資す るなど 、当 市に おき まして も、
地域活 性化 につ なが る絶好 の機 会と 捉え ており ます 。今 後、 当市と し
まして は、 中国 のホ ス トタ ウン とし て国 際交流 事業 や全 庁に またが る
気運醸 成の 取 り 組 み を推し 進め てまい り ます 。
こ れ ら の組 織改 正や事 務移 管の 効果 としま して は、 資料 １の一 番 下
のとこ ろの 四角 の枠 組みと なり ます が、 スポー ツに 関す る事 務を市 長
部局に 集約 し、 スポ ーツと 他の 施策 の 連 携を強 化し 、一 体的 に 推し 進
め るこ とで 相乗 効果 を生み 出し 、よ り一 層の市 民の 活力 を高 め、東 村
山創生 に結 びつく 事 業の展 開が 図られ る ことを 期待 してお り ます。
平 成３ ０年度 の 組織改 正に ついて の 説明は 以上 となり ま す。
続 きま して 、今 回の事 務の 移管 の背 景 及び 必要 な 法 定の 手続等 につ
きまし て ご 説明を 申 し上げ ます 。
資 料１ の上 段に ありま す背 景の とこ ろをご らん くだ さい 。地方 教育
行政の 組織 及び 運営 に関す る法 律に より 、 スポ ーツ や文 化に 関する 事
務につ きま して は、 教育委 員会 の職 務権 限とさ れて おり ます が、平 成
１９年 の法 改正 によ りまし て、 条例 の定 めると ころ によ り市 長が所 掌
できる よう 改正 がな されて おり ます 。こ の法改 正は 、ス ポー ツや文 化
に関す る事 務に つき まして は、 地域 づく りとも 密接 な関 連が あり、 他
の地域 関連 行政 とあ わせて 地方 公共 団体 の長に おい て一 元的 に 担当 し
たいと の要 請が あっ たこと など を踏 まえ て行わ れた もの でご ざいま す。
続 きま して 、資 料１枚 おめ くり いた だきま して 資料 ２を ごらん くだ
さ い 。 こち らは 、地 方教育 行政 の組 織及 び運営 に関 する 法律 の関係 条
文を抜 粋し たも ので ござい ます 。第 ２１ 条では 、教 育委 員会 の職務 権
限を定 めて おり 、第 １３ 条 にお きま して 、スポ ーツ に関 する 事務に つ
きまし ては 、教育 委 員会の 職務 権限と し て定め られ ており ま す。
一 方、 第２ ３条 では、 職務 権限 の特 例を定 めて おり 、そ の中で 、条
例の定 める とこ ろに より 、 地方 公共 団 体 の長が 、 学 校に おけ る体育 に
関する こと を除 きス ポーツ に関 する 事務 を管理 、執 行す るこ とがで き
ると定 めら れて おり ます。 今回 の事 務の 移管に つき まし ては 、こち ら
の規定 を適 用さ せて いただ くも ので ござ います 。一 番下 のと ころに な
ります が、 同条 第２ 項にお きま して 、地 方公 共 団体 の議 会は 、前項 の
条例を 制定 する 前に 当会、 地方 公共 団体 の教育 委員 会の 意見 を聞か な
ければ なら ない とさ れてお りま すこ とか ら、こ の後 開催 され ます教 育
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委員会 に対 しま して 、スポ ーツ に関 する 事務の 市長 部局 への 移管に つ
きまし て、 こ ち らの 規定に 基づ きま す議 会から の意 見聴 取の 文書が 発
出され てい ること と 存じま す。
今 後の 予定 とし まして は、 教育 委員 会の皆 様か らの ご意 見を踏 まえ
まして 、３ 月定 例会 におき まし て、 教育 委員会 の職 務権 限に 関する 事
務の管 理及 び執 行の 特例に 関す る条 例を 制定し た 上 で、 市長 部局の 組
織改正 、組 織条 例の 改正を 行う 運び とな ってお りま す。 第２ ３条に 基
づきま す 意 見の 聴取 は、教 育委 員会 に対 して 実 施さ れる もの で ござ い
ますが 、情 報提 供と してこ の場 をお 借り まして 、組 織改 正の 概要等 に
つきま して ご報告 を させて いた だきま し た。
私 から の説明 は 以上と なり ます。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

次 に、 直接 所管 をして おり ます 市民 スポー ツ課 長よ り説 明をお 願い
いたし ます 。
○中澤 市民 スポ ーツ 課長

おは よう ござ います 。市 民ス ポー ツ課の 中澤

でござ いま す。よ ろ しくお 願い いたし ま す。
地 方教 育行 政の 組織及 び運 営に 関す る 法律 に基 づく 必要 な法定 の手
続につ きま して は、 人事課 長の ほう から 説明が あり まし たと おりで ご
ざいま す。
な お、 既存 の条 例であ りま す東 村山 市スポ ーツ 推進 審議 会条例 、東
村山市 体育 施設 条例 、東村 山市 民ス ポー ツセン ター 条例 の一 部改正 に
つきま して は、 新条 例の附 則内 で一 括 付 議 して ま い りた いと 考えて お
ります 。
改 正内 容に つき まして は、 教育 委員 会権限 の文 言を 「市 長」に 変更
すると いっ た文 言の 整理を 行っ てい ると いうこ とと 、配 付資 料の４ に
ござい ま す 外部 委嘱 、右上 の組 織一 覧に ござい ます 東村 山市 スポー ツ
推進審 議会 条例 によ り任命 をさ れて おり ます当 該委 員 に つき まして は、
現在、 任期 中の ため 、 教育 委員 会か ら委 嘱され た 者 を市 長か ら委嘱 さ
れ た者 に補 える 経 過 措置を 定め てまい り たいと 考え ており ま す。
ま た、 現行 教育 委員会 にご ざい ます スポー ツ関 連の 六つ の規則 と三
つの規 定に つき まし ては、 それ ぞれ 廃止 をいた しま して 、新 たに市 の
規則と して 制定す る 予定で ござ います 。
ま た、 同 じ く配 付資料 ４に 記載 して ござい ます 教育 委員 会で委 嘱、
任 命し てい た各 組織 の取り 扱い につ きま しては 、 市 長部 局へ の移管 に
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により まし て、 平成 ３０年 度か らは 市長 が委嘱 する とい うよ うなこ と
になり ます けれ ども 、運営 内容 につ いて は従来 どお り行 って いく予 定
でござ いま す。
最 後に 、配 付資 料３に つき まし ては 、ご参 考ま でに 平成 ２９年 度の
市民ス ポー ツ課 の主 要行事 を記 載 し てお ります 。こ れら の事 業では 、
教育長 、教 育委 員の 皆様に は主 催者 、あ るいは 、来 賓と いう 形で開 会
式 等へ 出席 をし てい ただい てお りま した けれど も、 平成 ３０ 年度以 降
の取り 扱い につ きま しては 、現 段階 にお いて 定 め切 れて いな い部分 も
ござい ます こと から 、今後 、整 理、 検討 させて いた だき たい と考え て
いると ころ でござ い ます。
以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

説 明は 以上で ござ いま す。 私から の説 明も 含め てスポ ーツ

行政の 市長 部局 への 移管と いう こと につ いて、 教育 委員 の先 生方の ご
質問、 ご意 見を 承り たいと 思い ます ので 、どう ぞ積 極的 にご 発言を お
願いし たい と思い ま す。
當 摩委 員さん 。
○當摩 委員

内 容ご 案内い ただ きま して 、大変 にわ か り やす い市長 のお

考えと 、そ れか ら所 管の皆 様 方 の 丁 寧な ご説明 で 、 基本 的に この方 向
で進め てい ける とう れしい なと 思 い ます 。 ここ で 一 つ お 尋ね させて い
ただき たい と思 いま すが、 既に ２６ 市の うち １ １市 でこ のよ うな形 で
実 施さ れて いる とい うこと でご ざい まし たが、 今、 市長 のさ まざま お
考え伺 いま すと 、 当 市の場 合は 、オ リン ピック ・パ ラリ ンピ ック の こ
とを 喫 緊の こと とし て、そ れか ら、 少子 高齢化 の対 応と して さまざ ま
な施策 を 市 長部 局の ほうに まと めて した ほうが よい とい うよ うなお 考
えとい うふ うに 理解 させて いた だき まし たが、 他の 既に 始め ました １
１市で は、 どの よう な形で 行わ れ て い る か、わ かる 範囲 でち ょっと ご
説明い ただ けると あ りがた いと 思いま す 。
○渡部 市長

人事 課 長。

○濱田 人事 課長

各 ２６市 のス ポー ツに 関する 部の 設置 の状 況です が、

主な配 置 の 状況 等調 査をさ せて いた だき まして 、主 な配 置の 状況と し
まして は、 スポ ーツ と文化 を担 当す る部 を創設 して おり まし て、例 え
ば 、三 鷹市 さん です とスポ ーツ と文 化部 、調布 市さ んで すと 生活 文 化
スポー ツ 部 とい った ような 部を つく りま して、 そう した とこ ろの 部 に
スポー ツ推 進課 とい うよう な形 で配 置を してい ると ころ でご ざいま す。
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当市と 同じ よう に そ こを補 う部 とい うも のを新 たに そち らで 担って い
た だい てい るよう で ござい ます 。よろ し いでし ょう か。
○渡部 市長

あと 、 東京都 の例 ももし わ かれば 。

○東村 総務 部長

各 市の こ れら の 動 きに 先立 ち 、東 京都 にお きまし て は 、

知事部 局に 「生 活文 化 スポ ーツ 局 」 を設 置して おり まし た 。 その後 、
東京オリンピックの招致やスポーツ行政の総合的な推進を目的に、
「スポ ーツ 振興 局」 を独立 させ 設置 いた しまし た。 そし て、 東京２ ０
２０オリンピック・パラリンピックの開催が決定し「スポーツ振興
局」を 「オ リン ピッ ク・パ ラリ ンピ ック 準備局 」と 改組 ・ 改 称して お
ります 。現 在の 「生 活文化 局」 も「 オリ ンピッ ク・ パラ リン ピック 準
備局」 も知 事部局 に 設置さ れて おりま す 。
○渡部 市長

當摩 委 員さん 。

○當摩 委員

東 京都 の場合 は、 どの ぐら い前か らそ うい った 形で考 えら

れてい たの でし ょう か。ち ょっ とし つこ くて ご めん なさ い。 アバウ ト
でよろ しい ですの で 、１年 前か ２年前 か …… 。
○渡部 市長

かな り 前です ね。

○當摩 委員

だか ら 、ぜひ その 辺を伺 っ ておく とい いかな と 。

○東村 総務 部長

失 礼しま した 。手 元に 資料が な く 正確 では ないの です

が、法 改正 とほ ぼ同 時期に 「生 活文 化ス ポーツ 局」 を知 事部 局に設 置
し、そ の後 「ス ポー ツ振興 局」 の独 立を 経て「 オリ ンピ ック ・パラ リ
ンピッ ク準 備局 」と してス ポー ツと オリ ンピッ クを 集約 ・特 化する よ
うにな りま したの は 、 ここ 数年 内であ る と認識 して おりま す 。
以 上で す。
○當摩 委員

す みま せん。 大変 に非 常に いろい ろな 意味 でも よいこ とが

これか ら期 待で きる のかな とか 思う ので 、ちょ っと すみ ませ ん、し つ
こ く質 問し て。 今、 人事課 長か らの ご回 答にも ござ いま した が、多 分、
他市に おい ては 、 文 化 と絡 めた とい うと ころで の新 部体 制を という よ
うなお 話が あっ たと 存じま すが 、こ の資 料を読 ませ てい ただ きまし た
ときに 、文 化的 なこ とに関 して も、 文化 財保護 を除 くと いう ことに 関
して、 文化 財保 護は 学校の 体育 と同 じよ うに教 育委 員会 にそ のまま 置
いてお くと いう こと で、同 じよ うに 文化 財 保護 に関 して は教 育委員 会
という こと だと いう 理解を しま した が、 例えば 、市 長の お 考 えとし て、
今のこ とで ない とし ても、 文化 的な こと に関し ても この 中に 包括と い
うよう な長 期的 視野 に立っ た中 での お考 えを今 、 喫 緊で なく ても、 伺
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ってお ける とう れし いなと 思い ます ので 、申し わけ ござ いま せん。 よ
ろ し く お願 いしま す 。
○渡部 市長

組 織と いうの は、 あく まで も一番 事務 を 、 効率 的に成 果を

上げる ため の執 行体 制をど のよ うに つく って い くか 、 別 に市 長部局 に
あれば より 進む とか 、教育 委員 会の ほう がいい とか とい うこ とでは な
くて、 全体 的に 見た ときに 関連 する とこ ろがど こま で広 がり がある か、
それに よっ て今 回、 スポー ツは 教育 的な 側面は もち ろん ある けれど も、
今後の こと を考 える と、高 齢者 の問 題、 あるい は、 喫緊 の課 題とし て
オリン ピッ ク等 々を 考え ま すと 、市 長部 局に置 かせ てい ただ いたほ う
がより 機動 性が発 揮 できる ので はない か という 判断 です。
文 化に つい ては 、基本 的に はや はり 教育委 員会 の 所 掌事 務でご ざい
ますし 、教 育委 員 会 も 学校 教育 とい う非 常に大 きな 所掌 事務 がある わ
けです けれ ども 、今 の教育 委員 会の 執行 体制の 中で 、文 化、 いわゆ る
社会教 育と か 生 涯 教 育 、あ るい は公 民館 、図書 館と いっ たも のが 執 行
上支障 があ ると は私 は考え てお りま せん ので、 引き 続き 教育 委員会 の
皆さん がど うお 考え かはわ かり ませ んが 、基本 はや っぱ り教 育のや は
り関連 性と いう か、 教育的 な側 面が 極め て 強い 領域 です ので 、今後 も 、
基本的 には 教育 委員 会で担 って いた だく のが 当 市の 中で は望 ましい の
ではな いか という ふ うには 考え ている と ころで ござ います 。
○當摩 委員

あり が とうご ざい ます。

○渡部 市長

ほか に いかが でし ょうか 。

○吉村 委員

す みま せん。 最初 の市 長さ んの説 明、 それ から 人事課 長、

スポー ツ市 民課 長の 丁寧な 説明 で大 変 理 解しや すか った です 。どう も
ありが とう ござい ま した。
一 言で いう と私 は賛成 です 。今 の時 代に非 常に 合っ たア イデア でき
ている のか なと いう ふうに 思っ てい ます 。ただ 、賛 成だ 、賛 成だと い
ってい ると つまら な いので 、お 願いと か 注文と いう か 。
最近、 文科 省で 非常 に心配 して いる のは 、 体育 とい う用 語を 全部ス
ポーツ に 言 いか えた ら どう だと いう よう な議論 があ るよ うな ので、 こ
れは非 常 に 心配 して います 。ご 存じ のよ うに体 育と いう のは 、英語 で
い う と ＰＨ ＹＳ ＩＣ ＡＬ

ＥＤ ＵＣ ＡＴ ＩＯＮ 、教 育の 範疇 の 中に い

なけれ ばな らな い。 スポー ツと いう のは 、もと もと 遊び から 来て 、 遊
びがた くさ んふ えた ので、 ＳＰ ＯＲ Ｔ が Ｓがつ いて ＳＰ ＯＲ ＴＳ に な
ってい った 。
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そ れ か ら、 健康 とスポ ーツ を同 様に 考える 人も たま にい るんで すけ
ど 、か なり 違う 、健 康の中 には 運動 も栄 養も休 養も 医療 もい ろいろ あ
るでし ょう けれ ども 違う。 そう いう こと をやっ ぱり まず 押さ えなけ れ
ばなら ない のだ ろう という のが 一つ です 。そう する と、 ここ に見事 に
書かれ てい るの は、 スポー ツに 関す る事 務で、 括弧 、学 校に おける 体
育に関 する こと を除 く、こ れは 絶対 的に 大事だ と思 って いる のです よ。
そうす ると 、学 校の 体育と 、そ れか ら学 校以外 のス ポー ツ 、 健康と ど
う連携 をと るか 、ど うスム ーズ に生 かす か、垣 根を つく らな いとい う
の が、 これ からの 課 題にな るの かなと い うよう に一 つ思い ま した。
そ れか ら、 二つ 目は、 市長 を持 ち上 げる わ けじ ゃな い の ですけ ども 、
何でも かん でも 市長 のほう に責 任を 負わ せると 、市 長の 負担 が増え る
という 心配 で、 取り 巻きの 人が やは りし っかり とな さる こと が今後 と
も大切 にな っ てく る のでは ない だろう か という ふう に思い ま した。
突 っ込 んで いい ますと 、こ れか らや っぱり スポ ーツ も 、 ２０２ ０の
オリン ピッ ク・ パラ リンピ ック 、ス ポー ツも大 事で すけ れど も、や っ
ぱり現 在の 日本 の国 を見る と、 また 、東 村山を 見る と、 私が 高齢者 だ
からと いう わけ では 無いの です けど も、 高齢者 対策 とい うの は絶対 的
に必要 だと 思 い ます 。その とき にス ポー ツと運 動、 運動 をき ちんと 定
期的に やら せて 、健 康を維 持さ せる 。そ ういう 基本 は、 東村 山市は 非
常によ くや られ てい るので 、そ れを さら に成長 させ るよ うな 施策と い
うもの がさ らに 大事 になっ て く るの かな という ふう に思 いま す。 で す
か ら 、 スポ ーツ を独 立させ られ たと きは 、栄 養 とか 休養 とか 医療と か
の連携 を重 視す ると いう姿 勢で おら れる よう に なる とあ りが たいか な
という ふう に思っ て います 。
以 上で す。あ り がとう ござ います 。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。非 常に多 角的 な視 点か らのご 指摘

だと思 って おり ます 。我々 もや はり 高齢 者の皆 さん の健 康 維 持増進 、
いわゆ る健 康寿 命を やっぱ り 延 ばし てい くとい う こ とを 今、 市政の 最
大 の最 優先 施策 の一 つとし て掲 げさ せて いただ いて いま して 、今、 吉
村先生 がお っし ゃら れるよ うに 、健 康づ くりに とっ ては 、や はり栄 養
と、そ れか ら 適 度な 運動、 そし て 、 やは り社会 参加 とい うこ とが欠 か
せない と言 われ てお りまし て、 当市 、 や はりス ポー ツ都 市を 宣言し て、
スポー ツを 通じ て心 身の健 康づ くり に資 するこ とと 、ま た、 スポー ツ
を通じ て地 域づ くり を進め ると いう 観点 がずっ と行 われ て、 体協さ ん
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も体力 づく り さ ん も しかり です けれ ども 、もう 一度 その こと は 市を 挙
げ て、 やは りス ポー ツ都市 を宣 言し た原 点に立 ち返 りな がら 、これ か
らの超 高齢 社会 、み んなが やは り健 康で 生き生 きと 元気 に活 躍でき る
社会を 目指 して いく という のが 、地 方創 生の本 来の 趣旨 だと いうふ う
に 私 ど もと して も理 解をい たし てお りま すので 、あ わせ て、 実はこ れ
は余計 な話 です けれ ども、 今後 、地 方創 生の中 で 大 きな テー マは、 高
齢者の 就労 をふ やし ていき たい とい うの がもう 一つ 、社 会参 加とい う
ことも あり ます ので 、そう い っ たこ とと あわせ てや はり 心も 体も元 気
で、ま た、 ご自 身が 居場所 も 活 躍す る場 もある とい うよ うな 東村山 に
なれば なと いう ふう に考え てい ると ころ でござ いま すの で、 引き続 き
教育委 員会 から 移す といっ ても 同じ 市役 所の中 でや るの で、 当然教 育
委員会 とは 十分 な密 接な環 境 を つく って 、適時 、適 切に 先生 方のご 指
導を い ただ き、 先ほ どもち ょっ とス ポー ツ課長 のほ うか ら、 市のス ポ
ーツ行 事に つい ての ご出席 等の お話 もあ りまし たけ れど も、 当然、 市
が絡ん でい るも のに ついて は、 引き 続き 市と教 育委 員会 で共 催する と
かとい うス タイ ルを とらせ てい ただ きた いとい うふ うに 考え ており ま
すので 、折 に触 れて 、また ご指 導い ただ ければ なと いう ふう に思っ て
おりま す。
小 関先 生、い か がでし ょう か。
○小関 委員

あ りが とうご ざい まし た。 スポー ツや それ から 健康増 進に

関して 、そ れこ そ多 様な高 齢者 も含 めて 、多様 な市 民の しか も多様 な
ニーズ に 応 える とい うこと 、そ れか ら 、 地域の 一層 の活 性化 を 目指 し
てとい うお 話が あり ました し、 ただ いま 、将来 を見 越し て 高 齢者の 就
労とい うよ うな お話 もあっ て、 その あた り本当 に総 合的 、時 限的 な 取
り組み だな と捉え て います 。
本 当に ぜひ 進め ていた だき たい と思 うの で すが 、い ただ いた資 料１
の中に スポ ーツ 関連 施策と ３段 目に ござ います 。地 域の スポ ーツ振 興
とあり ます ので 、ス ポーツ 環境 の整 備、 充実と いう のも この 中に当 然
入 るの だろ うと は思 います けれ ども 、ぜ ひこの 中に 障害 のあ る方々 の 、
その方 々の ため のス ポーツ 環境 の充 実と いう、 その 視点 を入 れてい た
だきた いな と思 いま す。 そ うし たこ とを 踏まえ てス ポー ツ環 境を整 備、
充実し てい く の だと 、今、 それ を意 図し ていた だく 中で 、地 域のス ポ
ーツ振 興を 進めて い ただけ れば なとい う ことが 一つ です。
そ れか ら、 少し 細かい 質問 にな りま すけれ ども 、体 育協 会、そ れか
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ら、今 、お 話が あっ た体力 づく りの 推進 委員会 、こ れま での 連携と の
違いと いう のが 出て きます でし ょう か。 そのあ たり を少 しお 話 し い た
だけれ ばと 思いま す 。
以 上で す。
○渡部 市長

とり あ えず、 教育 部長 で い いです か。

○野崎 教育 部長

現 在の体 協で すと か 、 体力づ くり の方 たち の連携 とい

うこと です け れ ども 、基本 的に は 、 これ までと 同様 に変 わら ないと い
うこと にな ろう かと 思いま す。 さら に先 ほどか ら出 てお りま す高齢 者
への対 応等 、例 えば 、体力 づく りの 皆さ んに考 えて いた だく とか、 そ
ういっ たこ とが これ まで以 上に ふえ てく るかな と思 い ま すけ ど、基 本
的には 今ま でと 変 わ らない とい うふう に 考えて おり ます。
○渡部 市長

よろ し いです か。

今 、小 関先 生か らおっ しゃ って いた だいた 一つ の障 害者 スポー ツと
いうこ とに つい ても 、やは り２ ０２ ０年 のオリ ンピ ック だけ ではな く
てパラ リン ピッ クも 行われ るの で、 一応 、平成 ３０ 年度 のオ リンピ ッ
ク 気運 醸成 事業 につ いては 、中 澤課 長の ほうで ３０ 年度 につ いては 、
障 害者 スポ ーツ の紹 介をす ると いう よう なこと を今 、検 討し ていた だ
いてい ると 思う ので 、ちょ っと お話 し で きる範 囲で よか った らお願 い
します 。
○中澤 市民 スポ ーツ 課長

今、 市長 のほ うから あり まし たよ うに、 今年

度は中 央公 民館 のほ うで吉 田沙 保里 さん と 栄和 人 さ んを お招 きして 講
演会を やっ てき まし た。３ ０年 度に つい ては、 今 、 あり まし たよう に
パラリ ンピ ック の障 害者ス ポー ツの ほう にも何 か事 業を 考え ており ま
して、 そこ でス ポー ツの気 運を また 高め ていく とい うこ とと 、あと 、
障害者 ス ポ ーツ の認 識を深 めて いた だく という よう なこ とを 考えて い
ます。 時期 はま だこ れから 決め る の です けれど も、 スポ ーツ センタ ー
ででき る競 技と いう ことで 、今 、検 討し ている のは 車椅 子バ スケ の 大
会を開 催し たいな と いう ふ うに 考えて い るとこ ろで ござい ま す。
以 上で す。
○渡部 市長

吉村 先 生。

○吉村 委員

今 、中 澤課長 から も 発 言が ありま した けど 、非 常に結 構な

のです が、 一つ ひっ かかる のは 、先 ほど 私、言 いま した よう にパラ リ
ンピッ クイ コー ル障 害者ス ポー ツと いう ふうに 語っ てし まわ れるか ら、
ち ょっ とこ れは 心配 ですよ とい うこ とな んです よ 。 私は 事あ るごと に 、
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じゃあ 、ス ペシ ャル オリン ピッ クス はど うなん です か 、 知的 障害者 の
ための オリ ンピ ック 。 それ から 、デ フリ ンピッ ク は どう なん ですか 、
聴覚障 害者 のた めの オリン ピッ ク。 そう いうも のを 全て 含め た のが 障
害者の ため のス ポー ツであ って 、今 回の 場合は 身体 障害 者の ための オ
リンピ ック なん です よ。 だ から 、 そ の辺 の言葉 の使 い方 をこ れから 正
確にし てい かな いと 、障害 のあ る人 たち それぞ れ個 性が あり ますの で、
その個 性の 引き 出し 方をミ スる とい うこ とも当 然あ り得 るか と思い ま
すので 、そ の辺 しっ かりと 押さ えて いっ ていた だけ れば あり が たい な
という ふう に思っ て います 。
○渡部 市長

貴 重な ご指摘 あり がと うご ざいま した 。そ の辺 は、こ れか

ら我々 も整 理を して 、 気を つけ なが ら 進 めさせ てい ただ きた いとい う
ふうに 思い ます。
佐 々木 委員さ ん のほう から 何かご ざ います でし ょうか 。
○佐々 木委 員

すみ ません 。根 本な とこ ろで質 問な ので すけ れども 、お

聞かせ 願え れば と思 うの で すが 、移 管さ れた場 合に 学校 にお ける体 育
に関す るこ とは その まま教 育委 員会 でと いうこ とな の で すけ れども 、
これま でに 、こ の１ 年間特 に携 わら せて いただ いて 、 オ リン ピック ・
パラリ ンピ ック につ いての 教育 が多 かっ たかな と思 うの です が、こ れ
まで 教 育委 員会 のほ うが 主 体と なっ て何 か行っ たイ ベン ト と いうか 事
業とか とい うの は 、 主にあ った りし たら 教えて いた だけ れば なと思 い
ます。
○渡部 市長

市民 ス ポーツ 課長 。

○中澤 市民 スポ ーツ 課長

先ほ ど申 しま したよ うに 市民 スポ ーツ課 のほ

うでは 、オ リン ピッ ク・パ ラリ ンピ ック の気運 醸成 事業 とい うこと で
講演会 を実 施さ せて いただ きま した 。学 校の ほ うの 取り 組み という こ
とにな りま すと指 導 室のほ うか ら お願 い します 。
○渡部 市長

教育 部 次長。

○青木 教育 部次 長

今年度 、東 京都 小・ 中高等 学校 全て の学 校がオ リン

ピック 推進 校と なっ ており ます ので 、 本 市の各 学校 でも さま ざまな 取
り組み をし て い ると ころで す。 オリ ンピ ック・ パラ リン ピッ クで 活 躍
さ れ た アス リー ト を お招き して の講 演会 や 、競 技の 直接 体験 をした り、
いろい ろな 国の 文化 に つい て 学 んだ り 、 さまざ まな 取り 組み を行っ て
いると ころ です。
○渡部 市長

よろ し いでし ょう か。
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○佐々 木委 員

それ 以外に 何か 取り 組み とか、 それ 以外 にこ れまで にや

ってき たこ とは 。
○渡部 市長

教 育委 員会以 外で した ら、 ホスト タウ ン関 係と か地方 との

交 流で あれ ば 、市 長 部局に なり ますけ ど 。
○ 笠 原 企画 政策 課長

市長 部局 単体 とい うこと では なく 、基 本的な オリ

ンピッ ク・ パラ リン ピック 関係 で言 えば 、先ほ ど市 長か らご ざいま し
たとお り 、 庁内 では 今、３ 部が 中心 とな ってや って おり まし て、 ど の
事 業も 、市 長部 局、 教育委 員会 、特 に市 民スポ ーツ 課 と 連携 しなが ら
やって まい りまし た 。
今 、お 話あ りま したよ うに 昨年 の７ 月にホ スト タウ ンと いう形 で、
全国で 今、 １５ ０ぐ らいの 団体 がそ れぞ れ世界 の国 と地 域と ホスト タ
ウンと いう もの を内 閣府の ほう に認 めら れて登 録さ れま すと 、その 国
との交 流を 盛ん にス ポーツ に限 らず 文化 交流含 めて やっ てい きまし ょ
う とい うの に今 、我 々中国 との ホス トタ ウンに なっ たわ けで すが、 そ
れを一 つの 契機 とし たのが 、昨 年の ７月 に中国 の蘇 州市 から 少年の サ
ッカー 団２ ５名 の子 供たち をお 招き し、 市内の サッ カー 、そ れぞれ の
小学校 にあ りま すサ ッカー チー ム、 選抜 チーム とサ ッカ ー交 流 やそ の
後 の懇 親パ ーテ ィ 等 を、多 角的 なさ まざ まな形 で文 化交 流を してき た
と考え てお ります 。
ま だま だ中 国と のホス トタ ウン とい うのが 、市 民の 皆様 に認知 等が
低いと いう の を 我々 も認 識 して おり ます ので、 再年 度は さら にホス ト
タウン とい うこ とを 市民の 皆様 に認 知し ていた だけ るよ う、 スポー ツ
に限ら ず、 文化 交流 、国際 交流 も含 めて 多角的 に展 開を して いきた い
なと考 えて おりま す 。
○渡部 市長
○佐々 木委 員

ほか に よろし いで すか。 大 丈夫で すか 。
大 丈 夫です 。

○渡部 市長

教育 長 のほう から 、もし お 発言あ れば お伺い し ます。

○森教 育長

冒 頭、 市長の ほう から ご説 明があ りま した とお りです けれ

ども、 私自 身と して も、２ ０２ ０年 のオ リンピ ック ・パ ラリ ンピッ ク
に向け た市 を挙 げて の取り 組み を一 層活 性化す ると いう ので しょう か、
活発に やっ てい くた めにも 、そ れか ら、 中国と のホ スト タウ ン等、 市
民の活 力を 高め てい くとい うこ とを 考 え たとき に、 機動 性を 発揮し て
いくと いう 意味 では 、今ま で教 育部 、経 営政策 部、 それ から 市民部 と
いうこ とで 三つ の部 が寄り 集ま った よう な形で 、言 葉 は 悪い のです け
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どごち ゃご ちゃ した 形で進 めて いた のを 一つの 部に 、地 域創 生部と い
うとこ ろで まと めて いくと いう のは 、東 村山創 生と いう こと を考え た
場合も 、非 常に 有効 に機能 して いく のか なとい うふ うに 思っ ており ま
す。
た だ、 ちょ っと 心配な のは 、地 域創 生部の 仕事 その もの が広域 、多
岐にわ たる もの です から、 負担 が大 きく なりは しな いか なと いうの が
心配な とこ ろで はご ざいま すけ れど も、 スター トし てい く中 で、そ の
辺 はお いお い い ろい ろなと ころ で補 助的 な部分 を考 えて いけ ばいい の
かなと いう ふうに 思 ってい ると ころで す 。
教 育部 に関 しま しては 、 先 ほど 市長 のほう から もあ りま したよ うに 、
基本的 には 従来 と余 り変わ らな い形 で 進 めてい けれ ばと いう ふうに 思
ってお りま す。 ただ 、事務 を所 掌 す る所 管が変 わる とい うこ とでご ざ
います ので 、全 体的 には特 に支 障は ない のでは ない かと いう ふうに 考
えてい ると ころ でご ざいま す。 細か い部 分につ いて は、 先ほ ど市民 ス
ポーツ 課長 のほ うか らあり まし たよ うに 、ここ は教 育委 員さ んどう す
るとか 、そ うい う部 分が今 後出 てく るで しょう けど 、全 体と しては 、
そんな に大 きく は変 わらな いの では ない かなと いう ふう に考 えてい る
ところ です 。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい まし た。 ほかに 本件 につ いて 、ご意 見、

ご質問 よろ しいで し ょうか 。
総 合教 育会 議の 場で決 定す ると いう ことで はな くて 、実 は先ほ ど冒
頭、人 事課 のほ うか らお話 あり まし たよ うに教 育委 員会 さん でまず 意
思決定 をし てい ただ いて、 その 後、 最終 的には 議会 の議 決の 事項と い
うこと にな りま す。 きょう は、 総合 教育 会議の 場で 、私 のほ うから 趣
旨 をか い摘 んで ご説 明をさ せて い た だき 、意見 交換 をさ せて いただ い
たとい うこ とで ござ います ので 、幾 つか 指摘事 項 は あり なが ら も 、 先
生方か らお おむ ねご 理解を いた だけ たの かなと いう ふう に理 解を い た
してお りま すの で、 私ども とし ては 、 あ と、 粛 々と 事務 を進 めさせ て、
移管に 向け て事 務を お進め させ てい ただ きたい と思 いま すの で、何 と
ぞご理 解の ほど お願 い申し 上げ て、 本議 題につ いて は一 応、 終わら せ
ていた だき たいと 思 います 。
そ れで は、次 に 、その 他、 報告事 項 、お願 いい たしま す 。
市 民ス ポーツ 課 長。
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○中澤 市民 スポ ーツ 課長

市民 スポ ーツ 課より 平昌 オリ ンピ ック 出 場者

壮行会 の開 催につ い て報告 をい たしま す 。
去 る１ 月９ 日 、 市役所 いき いき プラ ザ１階 ロビ ーに おい て、２ 月９
日を皮 切り に韓 国平 昌で開 催さ れま す第 ２３回 オリ ンピ ック 冬季競 技
大 会の 女子 アイ スホ ッケー 競技 日本 代表 として 出場 する 床亜 矢可 さ ん、
床秦留 可 さ んの壮 行 会を多 くの 方々が お 集まり のも と開催 し ました 。
前 回の ２０ １４ 年のソ チオ リン ピッ クでは 、姉 の 亜 矢可 さんが 出場
されま した けれ ども 、今回 の平 昌オ リン ピック には 姉妹 そろ っての 出
場とい うこ とと なり ます。 お二 人は 現在 、東村 山市 に在 住を されて お
りまし て、 姉の 亜矢 可 さん は社 会人 とし て、妹 の 秦 留可 さん は大学 生
の傍ら、女子日本アイスホッケーリーグのＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ
Ｓ Ｓ Ｒ ＡＢ ＢＩ Ｔ Ｓ の選 手と して活 躍 をされ てお ります 。
壮 行会 には 、市 民など 約１ ６０ 人が お集ま りい ただ きま して開 催さ
れ、ト ーク ショ ーで は 、渡 部市 長や 伊藤 市議会 議長 から の激 励の後 、
アジア 最終 予選 での 様子や ふだ んの 姉妹 の様子 、ま た、 オリ ンピッ ク
に挑戦 する 意気 込み などお 話を いた だい たとこ ろで あり ます 。壮行 会
にご出 席い ただい た 方々に 感謝 を申し 上 げます 。
オ リン ピッ ク本 番では いま だ未 勝利 という こと でご ざい ますけ れど
も、こ の間 、国 内で 行われ た壮 行試 合で は４戦 全勝 とい うこ とで、 い
い成績 を残 して おり ますの で、 ぜひ 予選 を突破 して いた だき まして 、
メダル を獲 得して い ただけ れば なとい う ふうに 思っ ており ま す。
報 告は 以上で ご ざいま す。
○渡部 市長

企画 政 策課長 。

○ 笠 原 企画 政策 課長

続き まし て、 企画 政策課 のほ うか ら報 告をさ せて

いただ きま す。
今 、市 民ス ポー ツ課長 から お話 があ りまし た続 きと なり ますが 、お
手元に 配付 させ てい ただき まし た 「 スマ イルジ ャパ ン 」 女子 日本ア イ
スホッ ケー 代表 のパ ブリッ クビ ュー イン グにつ きま して ご報 告をさ せ
ていた だき ます。
２ 月１ ２日 の 振 替休日 でご ざい ます が、東 村山 駅西 口ワ ンズタ ワー
２階に ござ いま すサ ンパル ネコ ンベ ンシ ョンホ ール にお きま して、 平
昌２０ １８ オリ ンピ ック冬 季競 技 大 会ア イスホ ッケ ー女 子 グ ループ リ
ー グ予 選第 ２戦 、ス イス代 表対 日本 代表 の試合 のパ ブリ ック ビュー イ
ングを 開催 いた しま す。今 、お 話 に ござ いまし た 床 亜矢 可 選 手、 秦 留
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可選手 が姉 妹で 日本 代表と して 出場 され ること に伴 い 、 両選 手を市 民
全体で 応援 すべく 東 村山応 援デ ーとし て 位置づ け、 開催い た します 。
当 日は 、ア イス ホッケ ーに 詳し い方 もゲス トに お呼 びし ながら 、ル
ールの 説明 や試 合の 見ど こ ろな ども 解説 をして いた だく 予定 でござ い
ますの で、 皆さ ん、 お時間 がご ざい まし たら、 お誘 い合 わせ の上 ご 来
場いた だけ ればと 思 います 。よ ろしく お 願いい たし ます。
続 きま して 、２ 点目で ござ いま す。 お手元 に配 らせ て い ただい てい
ます人 権フ ォー ラム ２０１ ８演 劇「 光の 扉を開 けて 」の チラ シを ご ら
んくだ さい 。こ ちら は、今 度の 日曜 日で ござい ます が、 ２月 ４日の 午
後２時 から 東村 山市 立中央 公民 館ホ ール におき まし て、 ハン セン病 や
エ イ ズ につ いて 、踊 りや歌 、演 劇を 通し て 学ぶ 人権 フォ ーラ ム２０ １
８を開 催い た し ます 。演劇 「光 の扉 を開 けて 」 は、 ＨＩ Ｖに 感染し て
いるこ とを 告げ られ た女子 高 生 が、 身近 な 人か ら差 別や 偏 見 に 怯え る
中、ハ ンセ ン病 回復 者の方 と出 会い 、そ の中で 生き る勇 気を 得てい く
という 感動 の物 語で ござい ます 。こ ちら につき まし ても 、ぜ ひご来 場
いただ ける と幸い に 存じま す。
続 きま して 、３ 点 目で ござ いま す。 こちら もお 配り させ ていた だい
ており ます が、 大岱 小学校 の学 校だ より でござ いま す。 こち らは、 昨
年１２ 月１ ６日 に中 央公民 館４ 階 レ クリ エーシ ョン ホー ル で 開催い た
し まし た語 り部 講演 会 の件 でご ざい ます 。当日 は、 ＤＶ Ｄ 「 ひい ら ぎ
とくぬ ぎ」 の上 映に 続きま して 、多 摩全 生園入 所者 自治 会の 平沢会 長
の講演 会を 開催 させ ていた だき まし た。 当日は 、市 内外 より １ ００ 名
を超え る多 くの 方に ご参加 をい ただ きま した。 その 中で 、大 岱小学 校
の５年 生の 女の 子が ３名、 再前 列に お座 りにな り、 この 様子 を熱心 に
聞かれ てお りま し た 。その 様子 をご らん になっ た別 の小 学校 の校長 先
生から お話 を聞 いた 大岱小 学校 の黒 羽 校 長先生 が、 子供 たち の行動 に
非常に 感銘 を受 け、 学校だ より で紹 介し ていた だけ ると いう ことが ご
ざいま した 。
今 後も 人権 の森 推進 の 普及 啓発 活動 の裾野 を 広 げら れる ような 活動
を市と して 継続 して まいり ます ので 、今 後とも ご理 解、 ご協 力のほ ど、
よろし くお 願いい た します 。
私 から は以上 で す。
○渡部 市長

続き ま して、 施設 再生推 進 課長。

○堀口 施設 再生 推進 課長

施設 再生 推進 課長の 堀口 でご ざい ます。 よろ
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しくお 願い します 。
私 から 児童 クラ ブの学 校施 設利 用に 関する 調査 につ きま して、 進捗
状況を ご報 告申し 上 げます 。
前 回の 総合 教育 会議に て、 委員 の皆 様より ご承 認い ただ きまし て、
現在、 委託 事業 者と ともに 調査 、検 討を 進めて いる とこ ろで ござい ま
す。現 在の 進捗 でご ざいま すが 、主 に既 存のデ ータ 等を 活用 しま し て、
児童数 の推 移及 び 余 裕 教室 の見 込み 、関 連する 上位 計画 、施 設整備 に
関する 法的 基準 など 、児童 クラ ブの 設置 、運営 にか かる 前提 条件 と な
る部分 の整 備 を進 め ており ます 。
今 後の 予定 とい たしま して は、 今後 は多数 の待 機児 童が 生じる こと
が見込 まれ る秋 津小 学校、 八坂 小学 校、 北山小 学校 、 回 田小 学校 の ４
校につ いて 、２ 月の 上旬に 委託 事業 者と ともに 現場 確認 を実 施する 予
定でご ざい ます。
そ の上 で、 学校 施設を 活用 する 場合 の設置 方法 及び 運営 方法の 検討 、
課題の 洗い 出し と解 決策の 検討 、学 校施 設を利 用し ない で児 童クラ ブ
を 新設 した 場合 との 概算コ スト の比 較等 行 って まい りた いと 考えて お
ります 。結 果に つき まして は、 ３月 末を めど に 報告 書と して 取りま と
めをい たし まし て、 この総 合教 育会 議の 場で改 めて ご報 告さ せてい た
だきた いと 考えて お ります 。
私 から の報告 は 以上で ござ います 。
○渡部 市長

た だい ま、３ 課長 から ５点 ほど報 告を させ てい ただき まし

たけれ ども 、報 告事 項につ きま して 、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 。
教 育長 。
○森教 育長

す みま せん。 平昌 オリ ンピ ックの 床姉 妹で すね 。背番 号が

わから ない かな と思 って。 テレ ビで 見て いても 、 誰 が誰 だか 全然わ か
らない ので 、番 号で もわか れば 応援 しが いがあ るの かな と思 う の で す
けど、 わか る方い ら っしゃ いま すか。
○ 笠原 企画 政策 課長

正式 な大 会登 録メ ンバー とい うの が 、 まだ発 表さ

れてお りま せん けれ ども、 現状 、先 週行 われま した 先ほ ど中 澤課長 よ
りご 報 告が あり まし た強化 試合 では 、お 姉様の ほう の 亜 矢可 さん、 ４
番をつ けら れて おり ます。 妹の 秦留 可 さ ん のほ うが １４ 番を つけら れ
ていま す。 こち ら、 ほとん ど今 まで も４ 番と１ ４番 をお 二人 ともつ け
ていま すの で、 多分 、 最終 登録 でも ４番 と１４ 番で はな いか なと思 い
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ますが 、パ ブリ ック ビュー イン グの 日に は、そ のよ うな 形で わかる よ
うな形 でご 案内で き るよう にし ていき た いなと 考え ており ま す。
市 役所 の３ 階に お二人 のサ イン を飾 ってい るの です が、 お二人 とも
この４ とい う数 字を 多分 意 識さ れた 「Ｔ 」とい う字 を４ に見 立てて 書
いてい ます ので 、 お 二人に は４ とい う数 字が思 い入 れの ある 数字で は
ないの かな とお 聞き してお りま すの で、 多分、 その まま お姉 様が４ 番、
妹さん が１ ４番の 背 番号で ある かと思 い ます。
○森教 育長

あり が とうご ざい ます。

○渡部 市長

ほか に ござい ます でしょ う か。

小 関先 生。
○小関 委員

児 童ク ラブ の こと でち ょっ とお尋 ねな ので すけ れども 、施

設 の拡 充と いう ふう なこと で本 当に あり がたい です し、 よろ しくお 願
いいた しま す。
待 機児 童が これ からふ える であ ろう 四つの 学校 とい うお 話があ りま
した。 場所 は確 保で きても とい うこ とで 、子供 たち の面 倒 を 見る人 と
いいま すか 、い わゆ る児童 クラ ブの 職員 という こと にな る の だと思 う
のです けど も、 放課 後の子 供た ちの 時間 、本当 に豊 かで ある という こ
と、 す ごく 大 事 じゃ ないか と思 う の です ね。そ うい う点 では 、学校 の
先生と は違 う、 子供 たちも 放課 後な ので 少しリ ラッ クス して いると 思
います 。や っぱ り十 分な子 供理 解に 立っ て 、子 供一 人一 人を 支えて い
けると いう そう いう 人材が 大事 なん じゃ ないか と思 う の です けど、 そ
のあた りの 人材 の育 成とか 研修 とか 、そ ういっ たこ とは どん なふう に
計画さ れて いるの で しょう か。
○渡部 市長

児童 課 長、 い かが ですか 。

○半井 児童 課長

子 ども家 庭部 児童 課、 半井と 申し ます 。今 のご質 問で

すけれ ども 、新 しい 児童ク ラブ を学 校内 に新設 させ てい ただ きたい と
いう思 いが ある こと から、 増設 とい う形 になり ます 。今 現在 、２５ の
児童ク ラブ があ りま すが、 全て 公設 公営 で運営 をし てお りま す。 子 ど
も子育 て 新 制度 が で きた と きに 、初 めて 厚労省 のほ うで 放課 後児童 支
援員と い う 資格 をつ くりま して 、こ の資 格を都 道府 県が 研修 を行っ て
資 格 を 付与 する よう にとい うこ とで 、今 、東村 山市 の児 童課 の正規 職
員 、 嘱 託職 員に その 研修を 受け させ て資 格をと らせ てい ると ころで す。
全国的 統一 な 資 格と なると いう こと で、 その資 格を 持っ た大 人が、 児
童クラ ブ、 子供 たち ４０人 以下 を一 つの 支援の 単位 とさ せて いただ い
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て、そ こに １人 必ず 資格者 を置 きな さい 。それ から 、国 は、 ２ 人の 大
人で面 倒見 るよ う に という こと でし たが 、東村 山市 にお きま しては 、
３ 人 で 見る とい う 国 の基準 を上 回っ て子 供たち の保 育に かか わると い
う形を とっ ており ま す。
公 設公 営 で 行っ ており ます が、 ３０ 年４月 から は、 １カ 所、第 ２野
火 止児 童ク ラブ を 市 内では 初め て公 設民 営とい うこ とで 、株 式会社 に
指定管 理者 とし て入 ってい ただ くこ とに なって おり ます 。ご 質問の 新
しく学 校に つく る場 合につ きま して も、 指定管 理者 の導 入を 検討し て
まいり たい と考え て おりま す。
以 上で す。
○小関 委員

あ りが とうご ざい まし た。 本当に 子供 たち の学 校教育 とい

うのも もち ろん な の ですけ ども 、放 課後 の時間 の大 切さ とい うか、 そ
のこと を大 人は もっ と考え なき ゃい けな い ので は と ずっ と思 ってい ま
して、 資格 があ ると いうこ とは とて も大 事だと 思い ます けれ ど、子 供
一人一 人を 本当 に大 切にし てく れる 人っ て、そ うい う人 の存 在がや っ
ぱり大 事な のだ と思 う ので す。 その あた りもぜ ひ資 格が ある からそ れ
でいい とか 、な いか らとい うこ とで はな くて、 やは り行 政が そのあ た
りをチ ェッ クし たり 、子供 たち がど んな 生活を して いる のか という よ
うなこ とも 見て いた だくと 大変 あり がた いと思 いま す。 よろ しくお 願
いしま す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。ほ かに報 告事 項で 何か ご質問 、ご

意見ご ざい ま せん で しょう か。 よろし い でしょ うか 。
吉 村先 生。
○吉村 委員

今 の件 がまさ に学 校の 体育 と地域 のス ポー ツの 連携の 一つ

かなと 思 い ます 。で すから 、今 、ど うな ってい るの かわ から ないで す
けども 、人 材バ ンク という のが あり ます よね。 やっ ぱり 恐ら くそれ は、
スポー ツ、 文化 いろ いろな 人が 登録 され ている と思 う の です けれど も、
それを 校長 先生 が な んてい う の です かね 、見る こと が、 個人 情報だ か
ら見ら れな い の です かね。 もし も見 られ るよう であ れば 、市 長とか 教
育長の 許可 を得 て、 その地 域に こう い う 方がい らっ しゃ ると いうこ と
になれ ば、 指定 管理 者 にお 貸し しま す と 、大体 マニ ュア ルみ たいな も
のは決 まっ てい るよ うに思 いま す 。 地域 の方々 って いう のは いろい ろ
な方が 結構 いら っし ゃって 、地 域を 愛し ている 方が 多い と思 います 。
そ の方 を上 手に 学校 体育の 中に 入れ 込む という よう な戦 略と いうか 、
２２

マ ネジ メン トと いう か、そ うい うも のも お考え にな って もい い ので は
という ふう に思 った り しま す。 それ が非 常にス ムー ズに いく ように な
れば、 その 方を 今度 は 正課 の事 業に 先生 方の助 っ人 で使 わせ ていた だ
くとか 、い ろい ろな 段階的 にい ろい ろな いいア イデ アが 、何 かを入 れ
ること によ って 生ま れてく ると いう ふ う に思っ たり しま すの で、検 討
する必 要な ければ 検 討しな いで くださ い 。よろ しく お願い し ます。
○渡部 市長

児 童ク ラブに 関し ては 、地 域の方 でボ ラン ティ ア に入 って

いただ くと いう のは 余り事 例 を 私も 承知 してい ない ので すけ ど、教 育
委員会 のほ うで やっ ていた だい てい る放 課後教 室の ほう は、 当市の 場
合は委 託等 では なく て、基 本的 には 地域 人材の 方に お願 いを すると い
うこと をさ せて いた だいて 、逆 にハ ード ルが高 いも ので すか ら、前 後
に まだ 展開 がで きて いない とい うと ころ がござ いま すの で、 今後も そ
れ は社 会教 育課 で所 管して いる こと にな りま す ので 、 地 域の 心ある 方
にご協 力い ただ いて 、子供 たち の放 課後 児童対 策と いう こと で 、 で き
るだけ 全校 に展 開で きるよ うに 努力 をし たいな と 、 その よう には考 え
ており ます 。
○森教 育長

先 ほど 人材バ ンク とい うお 話がご ざい まし たけ ど、こ れは

社会教 育課 のほ うで 名簿が ござ いま して 、各学 校、 ある いは 団体の ほ
うでこ うい う人 を探 してい る の だけ どと いった とき に名 簿の 中から そ
れなり の方 を依 頼し てとい う形 にな る の ですけ ど、 どう もそ れほど 活
発に活 用さ れて いる という 実績 がな いん ですね 。で すの で、 せっか く
の人材 がい なが ら宝 の持ち 腐れ みた いな ところ があ り ま すの で、今 後、
やっぱ りも う少 し活 発に使 える よう に検 討して いか なき ゃい けない な
という ふう に思っ て いると ころ です。
○吉村 委員

私 、１ ８年前 に教 育委 員さ せてい ただ いた ので すが、 そ の

前は社 会教 育委 員、 副座長 だっ たん です よ。人 材バ ンク 、ス タート さ
せたと いう 気持 ちが あった もの です から 、若気 の 至 り だ った かもわ か
りませ んけ れど も、 それが 今、 どう なっ ている のか なと いう 質問で し
た。す みま せん。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。よ く土曜 講座 で 活 躍さ れてい らっ

しゃる 方 が おられ ま す 。人 材バ ンク登 録 してい ただ いてい る 方に 。
ほ かに 特に なけ れば、 最後 に事 務連 絡でお 願い をし たい と思い ます
が、よ ろし いでし ょ うか。
そ れで は、事 務 連絡を お願 いしま す 。
２３

○東企 画政 策課 主査

最後 に事 務連 絡と いうこ とで 、 事 務局 のほう から

ご連絡 させ ていた だ きます 。資 料５を ご らんく ださ い。
平 成３ ０年 度東 村山市 総合 教育 会議 年間ス ケジ ュー ル（ 案）と いう
ことで 、こ ちら の案 につき まし ては 、基 本的に は平 成２ ９年 度と同 様
に４回 の開 催案 で示 してお りま すが 、会 議の回 数に つき まし ては、 本
年度同 様に 平成 ３０ 年度の 第１ 回の 総合 教育会 議ま でに 教育 委員の 皆
様の中 から 諸課 題の 選 定と とも にご 意見 をいた だき まし て、 第１回 の
会議の 中で 決定し て いただ けれ ばと考 え ており ます 。
な お、 現段 階で は、第 １回 の会 議の 予定に つき まし ては 、平成 ３０
年５月 ２日 水曜日 を 予定し てお ります 。
事 務局 からの 連 絡は以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

事 務連 絡につ きま して は、 来年度 の予 定と いう ことで ござ

います けれ ども 、一 応、ご 承知 おき いた だけれ ばと いう ふう に思い ま
す。
き ょう 、ス ポー ツ行政 の市 長部 局へ の移管 につ いて 、教 育委員 の皆
さんと 非常 に有 意義 な議論 がで きた かな という ふう に思 って おりま す。
総合教 育会 議が 開 か れると 、や はり 市長 と教育 委員 さん が連 携をよ り
密にと りな がら 、教 育委員 会、 市長 部局 の垣根 を越 えて いろ いろ事 務
を一緒 に進 めて いく という こと が 、 かな り 有意 義に 進め られ ている よ
うに私 自身 は思 って おりま す。 逆に 本来 は 市長 部局 にあ って しかる べ
き、例 えば 、子 ども 相談室 とい うよ うな 福祉職 の非 常に 強い 業務を 実
は今、 教育 委員 会の ほうで 担っ てい ただ いて お り、 逆に 今度 は スポ ー
ツに関 して は 、 市長 部局の ほう に移 管を させて いた だく 。ト ータル 市
役所と して 、市 長部 局、教 育委 員会 含め て、東 村山 市市 役所 として よ
り効率 的、 効果 的な 執行体 制を つく って いくと いう こと があ くまで も
主眼で あり ます ので 、ぜひ ご理 解を いた だけれ ばと いう ふう に思っ て
いると ころ でござ い ます。
そ れで は、 以上 をもち まし て、 本年 度最後 の総 合教 育会 議を終 了と
させて いた だき ます 。本年 度１ 年、 いろ いろま だ３ 月ま であ ります け
れども 、き ょう で総 合教育 会議 は終 わり という こと でご ざい ますの で、
大変お 世話 にな りま したこ とを 感謝 申し 上げて 閉会 とさ せて いただ き
たいと 思い ます。 あ りがと うご ざいま し た。
午前１ ０時 ２ ０分

２４

閉会

以 上、 会議 の顛 末を記 載し 、そ の相 違ない こと を証 する ため署 名す
る。
平成 ３０年 ２ 月１ 日

東 村 山市長

教育長
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