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平成２９年第２回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成２９年８月２日（水）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 図書館長 新 倉 敦 子 

教育部次長 田 中 宏 幸 公民館長 服 部 浩 明 

教育部次長 青 木 由美子 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

統括指導主事 小 林 宏 経営政策部長 小 林 俊 治 

教育総務課長 清 水 高 志 経営政策部次長 武 岡 忠 史 

子ども・教育支援課長 大 西 弥 生 企画政策課長 笠 原 貴 典 

学務課長 森 脇 孝 次 企画政策課主査 東 要 介 

社会教育課長 平 島 亨 企画政策課主任 秋 山 剛 

市民スポーツ課長 中 澤 信 也    

○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 報告 

  ・東村山市教育施策の大綱に係る平成２８年度の取組みについて 

  ・ホストタウンの決定について 

  ・友好交流都市中国蘇州市とのスポーツ交流事業について 

４ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 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２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、大変お忙しい中、お集まりをいただきまして

まことにありがとうございます。 

  それでは、議題に入ります前に、本日の会議における配付資料の確

認を事務局からお願いいたします。 
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○笠原企画政策課長 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は、１、

資料番号ございませんが、次第。２、資料１、東村山市教育施策の大

綱に係る事務の取組状況（平成２８年度分）について。３、取組別担

当課一覧。４、参考資料といたしまして、東村山市教育施策の大綱。 

  次に、新たにお配りした資料といたしましては、１、資料番号ござ

いませんが、席次表。２、平成２９年度第１回東村山市総合教育会議

会議録。また、報告事項のオリンピック・パラリンピックに関する資

料といたしまして、３、東村山市交流計画の概要。４、「東村山市・

蘇州市少年サッカー交流事業」実施報告。 

  以上、８点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、過不足はございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。 

  それでは、早速ですけれども、本日の会議を始める前に傍聴者につ

いてお伺いをいたします。 

  本日の審議内容につきまして、事前通知を受けておりますが、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

思いますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特に反対ございませんので、傍聴人の入場を許可したいと

思います。また、会議途中で傍聴希望者来た場合にも、同じように入

場を許可する形をとらせていただきたいと思いますが、これについて

も特段ご異議ございませんでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ご異議ございませんので、会議途中で傍聴希望者が来た場

合も、入場を許可いたします。 

  また、本来ですと定員数は１０名となっておりますけれども、本日

の会場の規模から判断しまして、１０人以上の傍聴が可能と思われま

すが、もし１０人以上傍聴があった場合につきましても、傍聴を認め

たいと思いますけれども、ご異議ございませんでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特段ご異議ございませんので、１０人を超えた場合でも、
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会場のキャパシティの許す限り傍聴を認めたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、事務局より傍聴者人数の報告と入場をお願いしたいと思

います。 

○笠原企画政策課長 傍聴者、現在のところ８名になります。 

○渡部市長 それでは、入場お願いいたします。 

 

午前 ９時０２分 休憩 

 

午前 ９時０３分 再開 

 

○渡部市長 会議を始めます。 

  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っ

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、お願いいたします。 

  それでは、会議を始めます。 

  改めまして、皆様、おはようございます。教育委員の皆様には大変

お忙しいところ、本年度第２回の東村山市総合教育会議にご出席を賜

りまして、まことにありがとうございます。 

  また、常日頃、本市の教育の充実、発展のために委員の皆様には多

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る次第

でございます。 

  早いもので２９年度になりましてもう８月ということで、４カ月を

経過したところでございますが、本日の会議につきましては、一昨年

度策定をさせていただきました東村山市教育施策の大綱に基づきまし

て、２８年度、昨年度どのように教育文化、スポーツ振興等について、

取り組みがなされたかということについて、検証をさせていただきた

いというふうに考えているところでございますので、よろしくお願い

を申し上げたいというふうに思います。 

  また、既にお手元にございますけれども、２０２０年の東京オリン

ピック・パラリンピックに向けて、本年度、中国との交流事業を開始

させていただきましたので、その報告について後ほど詳しくさせてい

ただきたいと思います。 

  概略申し上げますと、昨年の暮れにいろいろ議会等のご指導いただ
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きながら、私も中国のほうに有志の市民の皆さんと行かせていただき

まして、かねてから当市と友好交流都市関係にあります中国蘇州市に

お邪魔しまして、中国蘇州市の教育局、こちらでいう教育委員会にな

りますが、ぜひ青少年のスポーツ交流、文化交流を活発に行ってまい

りましょうというご提案を申し上げたところ、向こうも非常に乗り気

というか、ご理解をいただきましてその後、メール等でやりとりをさ

せていただいておりました。 

  あわせて市として、東京オリンピック・パラリンピックに向けてホ

ストタウンの申請を内閣府のほうにさせていただいていたところ、７

月７日、七夕の日に、内閣府のほうから正式に当市が中国のホストタ

ウンに登録された旨のご報告をいただいたところでございます。 

  今後、中国との交流につきましては、国の一定の財政支援のもとで、

積極的にスポーツや文化、あるいは経済交流等進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますが、その一環として当市と友好交流都市関係

にあります蘇州市の少年サッカー交流代表団の皆様が公益財団法人日

中友好会館の事業であります日中植林・植樹国際連帯事業の一環で、

７月２５日から２９日まで日本にお見えになりまして、そのうち２６

日につきましては、当市の久米川東小学校において、東村山市の小学

生のサッカー、これは各学校の選抜チームですけれども、選手の皆さ

んと蘇州のお子さんたちがサッカー教室クリニックを午前中受けて、

午後は親善試合を行ったところでございます。 

  今回は、日中対抗ではなくて中国のお子さんと日本のお子さんとい

うか、蘇州と東村山のお子さん、混合チーム、まぜこぜにして、４チ

ーム総当たりということで、子供たちも大変楽しんでいかれたところ

でございます。 

  翌日は、午前中、日中友好会館のプログラムで環境、それから、あ

るいは防災等の日本の施設見学というプログラムがございます関係か

ら、当市の秋水園の見学をいただきまして、その後、当市の運動公園

で植林・植樹事業の一環としてハクモクレンの樹木を４本植樹してい

ただきました。 

  その際には、中華人民共和国の駐日本国大使館から程永華大使にも

お見えいただいたり、外務省からもアジア大洋州局中国・モンゴル第

一課長にも来ていただくなど、日中友好のかけ橋として、これからま

た東村山市としても、蘇州を軸に交流を深めてまいりたいと。そのこ
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とが子供たちにとっても、東村山の子供たちにとってもいい影響があ

るものと、このように考えているところでございます。後ほど詳しく

ご報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

  それでは、早速でございますが、次第に沿いまして進めてまいりま

す。 

  まず、報告１でございます東村山市教育施策の大綱に係る平成２８

年度の取組について。まず、大綱の取組状況について、教育委員会、

それから、市長部局の順で報告し、その後、皆様から意見をいただき

たいと思います。まず、教育委員会からお願いします。 

○清水教育総務課長 皆さん、おはようございます。教育委員会からは、

教育総務課、清水のほうからご説明をさせていただきます。 

  東村山市教育施策大綱は、施策の方向性が五つ、その下にある主要

施策は約１３ございます。全てをご紹介するわけにはいきませんので、

主要施策から一つから二つご紹介をさせていただきながら説明をさせ

ていただきたいと思います。まずは、４ページをごらんください。 

  施策の方向性１、子供が安心して意欲的に学べる質の高い教育環境

を推進する。（１）質の高い教育環境を整えるのところからまず一つ

目としては、教育課程の適正な管理のところを取り上げたいと思いま

す。 

  昨年度東村山第三中学校では、保健未履修事件がございました。そ

れを受けまして、さまざまな工夫をさせていただいております。やり

方、また提出いただく様式などを変更させてもらっております。保健

体育の時間や書写の時間を明確にチェックできるように改善している

ところでございます。 

  続きまして（ウ）東村山市研究奨励校の発表でございます。昨年度

は八坂小学校と東村山第二中学校で行われました。八坂小学校のテー

マは、「自分の思いや考えを豊かに表現する子供の育成」。東村山第

二中学校では、「自尊感情や自己肯定感を高める教育活動の工夫」と

いうテーマで行いました。それぞれ話題のもの、または必要なものと

いうところで、研究活動され、各学校でもそれが活かされている状況

でございます。 

  ５ページをごらんください。学校施設の老朽化対策の推進では、

（イ）小中学校水飲栓直結給水化工事を取り上げます。去年は５校行

われました。この５校で、全ての学校において、水飲栓直結給水化工
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事が終了いたしました。衛生的でおいしい水が飲めるような状況にな

っております。 

  続きまして、（２）教員の資質・能力を高めるです。７ページをご

らんください。 

  服務に関する研修の充実ですが、２８年度から始めたものがござい

ます。（オ）臨時的任用教員への任用時の面接実施でございます。臨

時的任用教員は、産休・育休代替、または教員休職時などに雇用され

ますが、正規の教員と同様に担任を持つことができることから、その

影響力が大きいと見られております。このため臨時的任用教員への服

務を厳正に指導しているというところでございます。研修についても、

各学校において強化しているところでございます。 

  （３）家庭及び地域・社会の教育力向上を図るでございます。８ペ

ージ、９ページのところで、市民・地域との協働の推進ということが

ございますが、ここでは土曜講座をとりあげます。 

  地域の子供たちは地域で育てるという当市の方針を実践している事

業で、子供たちの場所づくりにも貢献しています。毎年各学校で多く

の講座を開かせていただいていますが、少し課題がございまして、こ

こ数年、土曜日授業がふえていることから、なかなかうまく多くの講

座が開催できないことが出てきているところが、少し難しい課題とな

っているところでございます。 

  続きまして、１０ページです。施策の方向性２、生きる力を育む学

校教育を充実するです。 

  （１）体を鍛え、学びの基礎を徹底するでは、１１ページのオリン

ピック・パラリンピックを取り上げます。それぞれの小・中学校でオ

リンピック・パラリンピック教育に力を入れていますが、実例として

一つ取り上げますと、各学校で５カ国の友好国を選び、その国につい

て調べ、理解する、国際理解教育が行われています。給食でもその国

に合わせた料理を出すなどの工夫を行っています。東京都はこれを

「世界ともだちプロジェクト」と呼んでいるそうです。 

  （２）豊かな人間性を培い、規範意識を高めるでは、子供たちの人

権教育の推進のところを取り上げます。やはり全生園、ハンセン病に

かかわる人権教育が当市の個性となっています。図書館では、学校と

連携し、各学校に資料紹介や本の貸出などの情報提供が行われていま

す。 
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  また、萩山小学校では、６年生がハンセン病資料館、全生園に見学

に行き、語り部の平沢保治様からお話を伺っているとおります。 

  また、東村山第五中学校でも、同様の取り組みを行っております。 

  １２ページ、「いのちとこころの教育」の推進です。こちらも当市

の特徴ある事業でございます。２月の最初の授業におきまして、各学

校において道徳の公開授業が行われております。各学校で「いのちの

大切さ」を改めて学ぶ場として活動をしております。 

  １３ページ、（３）健康・安全に生活する力を培うです。学校給食

を活用した食育の推進では、平成２８年度から始まりました出前授業

でございます。東村山市第四中学校に学務課から栄養士を派遣し、だ

しのとり方やうま味を習得する調理実習が行われました。スクールラ

ンチでは、添加物が一切使用されておらず、また、だしからとってつ

くっていることもアピールさせていただきました。 

  １４ページ、（４）社会の変化に対応できる力を高めるでは、シチ

ズンシップ教育の推進が特徴です。中学校生徒会サミットでは、「Ｗ

ｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｈｉｇａｓｈｉｍｕｒａｙａ！私たちのまち 東

村山のよさ『たのしむらやま』発見！よりよいまちづくりのために私

たちにできることを発信しよう！」というテーマで協議を行いました。

中学生の皆さんは、改めて東村山を調べ、そのよさを実感していると

ころでございます。地域社会の一員としての自覚を高めるものになり

ました。 

  続きまして、１７ページ、施策の方向性３、子供一人一人に応じた

支援を充実するです。（１）充実した学校生活になるように支援する

では、小学校の特別支援教室の開設を取り上げます。 

  まず、富士見小学校を教員配置校とし、南台小学校、八坂小学校の

両校を巡回校として先行して開設されました。今までは通級指導学級

がある学校に通っていた子供たちが、所属の学校で授業が受けられる

ようになり、保護者の送迎の負担が減少いたしました。 

  続きまして、１９ページの（２）相談体制を整備するです。相談体

制の強化におきましては、東村山市子ども相談室の開設がやはり大き

な成果です。０歳から１８歳まで切れ目のない相談支援体制を整えま

した。体制が変わったことによる相談者や保護者の不安もあったと考

えられますが、困り感や不安に寄り添いながらご家庭や学校生活につ

いてのご相談をお受けし、大きな混乱がない1年目となりました。 
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  続きまして、２１ページ、施策の方向性４、健やかで豊かな心をも

つ青少年を育成するでございます。（１）青少年育成環境の充実を図

るでございます。なぎさ体験塾では、小平市、柏崎市という他市の子

供たちとの交流活動となっております。同じような年齢で他市の子供

たちと活動するという大変有意義な事業となっております。 

  ２３ページ、施策の方向性５、生涯にわたる文化・スポーツ・学習

活動を充実するです。（１）市民文化・生涯学習活動の支援・充実を

図るでは、多くの活動がございますが、その一つとして「ドリアン助

川さんと詩を創ろう」がございます。こちらは、映画「あん」の原作

者であるドリアン助川さんを講師に迎え、学生の皆さんとともに楽し

い詩をつくりました。小学生の皆さんの発想力に驚いたことが記憶に

残っております。 

  ２４ページ、（２）スポーツ活動の振興を図るでは、スポーツイベ

ントの開催でございます。大きなイベントとしては、２００４年のア

テネオリンピック、２００８年、北京オリンピックの体操競技でメダ

ルを獲得した冨田洋之氏と２０１６年のリオデジャネイロオリンピッ

クで体操・トランポリン競技の日本代表選手である伊藤正樹氏、棟朝

銀河氏を迎えて、市内の小学校三、四年生を対象に鉄棒や跳び箱、ミ

ニトランポリンなどのデモンストレーションが行われました。当日は

１１５名の参加者と３００人近い観覧者があり、オリンピックに出場

経験がある講師による熱のこもった指導と公開演技を体感できるとい

うすごい機会を得られました。 

  最後、２５ページの（３）歴史・伝統文化の保護・振興を図るです。

郷土に対する愛着を育む観点から学校教育の支援の取組として、祭囃

子やしめ縄づくりの出前授業が行われております。学校の中で、定着

しつつあります。 

  教育委員会からは以上になります。 

○渡部市長 市長部局、続けて報告を。 

○笠原企画政策課長 それでは、市長部局のほうからご報告をさせてい

ただきます。 

  取組別担当課一覧をごらんいただければ、お分かりのとおり、市長

部局のほうで今回、直接関係した所管といたしましては、施設再生推

進課と子ども家庭支援センターの２所管のみでございます。ですので、

今回につきましては、施設再生推進課の取組につきましてご報告をさ
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せていただきたいと思います。 

  ５ページと２３ページにございます学校施設及び社会教育施設の老

朽化対策等の推進についてでございます。同じ内容になっております

ので５ページをごらんください。 

  先ほど、教育委員会のほうから小中学校水飲栓直結給水化工事につ

きましてご報告ございましたが、市長部局としての取組といたしまし

ては、包括施設管理委託の導入というのがございます。包括施設管理

委託につきましては、平成３０年度からの運用開始を目指し、本年度

２９年度から準備を進めております。包括施設管理委託は、昨年の総

合教育会議でも説明させていただきました当市の公共施設マネジメン

トの中の取組であり、これまで縦割りだった公共施設の維持管理を横

串で行こうという取組でございます。 

  これまではそれぞれの課、それぞれの施設で、例えば、同じ機器の

点検業務があっても、それぞれの契約により業務を行っており、それ

を市の職員が監督してまいりました。施設管理におきましては、例え

ば、ビルメンテナンスなど専門知識を持つ市の職員は少なく、それぞ

れの担当が適切な水準で業務監督に当たることにつきましては、非常

に労力が必要です。こうした公共施設の維持管理に係る業務につきま

して、統括管理を行う業者に一括し発注することで、包括的に公共施

設の維持管理業務を監督し、その業務水準を引き上げていくのが包括

施設管理委託でございます。 

  公共施設の老朽化は全国的な課題となっており、当市も他市に先駆

け、東村山市公共施設等総合管理計画を策定し、この課題に対応して

まいりました。公共施設の維持管理に係る業務を効率的にかつ適切に

行わなければ老朽化により住民生活に支障が出るだけではなく、場合

によっては人命にかかわる重大な事故を引き起こしかねません。包括

施設管理委託は何よりも住民、学校施設であれば、児童・生徒の安

全・安心を確保することを第一として実施するものでございます。 

  全国的に見れば、包括施設管理委託に取り組んでいるのはごく一部

の自治体であり、都内２６市では、このハコモノ施設の包括施設管理

委託に向けて今、調整をしているのは当市が初めてでございます。そ

うした点では、当市にとってチャレンジな部分はございますけども、

包括施設管理委託を着実にスタートさせることで、公共施設、学校施

設を含む公共施設のマネジメントの一層の推進を目指してまいりたい
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と考えております。 

  市長部局からは以上でございます。 

○渡部市長 以上で、２８年度の施策の大綱に係る事務の取組状況につ

いて、報告が終わりましたけれども、委員の皆様のほうから何かご意

見、ご質問等があれば、順次お受けしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○森教育長 よろしいですか。 

○渡部市長 どうぞ。 

○森教育長 先ほど、教育総務課長のほうから教育委員会事務局のほう

で、数々の取り組みを行ってきたということで説明がございましたけ

ど、その中で、一番最初にございます４ページの子供が安心して意欲

的に学べる質の高い教育環境を推進するの中の（１）質の高い教育環

境を整えるということで、教育課程の編成及び指導方法の工夫・改善

ということが、一番初めに説明されました。これは説明の中でもござ

いましたように昨年の第三中学校の保健の授業の未履修をどのように

今後、改善していくかということで取り組んだ内容でございます。 

  従来は、文部科学省の報告書といいましょうか、様式があるんです

けど、各東村山市教育委員会とか地教委に提出する、学校から提出す

る書類が保健の授業と体育の実技の授業、これが一緒になって記入さ

れて、年間何時間ということで示されていて、それを教育委員会が受

理していたという形なんです。 

  ところが、それだけでは保健の授業を何時間やっているかという確

認ができなかったんですね。それで今回のような事件に発展してしま

ったということなのですが、それを改善するために保健の授業を年間

何時間、体育の実技を年間何時間というふうに記入できるように内部

の内容をきちんと示させていただいて、それをここにありますように

前期と後期、終了する際に時数を確認して、学校がきちんと授業を進

めているということが教育委員会でも把握できるように改善したとい

うことでございます。もし不足がありましたら指導室長あたりで補足

を願えればと思いますけど、ありますか。 

○青木指導室長 おはようございます。どうもありがとうございます。 

  昨年度は全国的に東村山市の名前が出てしまったというようなこと

になったのですけれども、二度とそういうことがないように幾つか改

善をしているところです。一つは、今、教育長からありました書式を
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変更してそれぞれがきちんと届け出の際にも、成果報告の際にも、実

施状況を把握できるということを確実にやっていくということです。 

  そのほかにも、そういったことを校長会、副校長会や教務主任会等

で周知しながら、一番大事なのは学校の中できちんと編制して実施す

るというマネジメントが大切なわけですので、そういうことを今後も

進めていきたいと思っております。 

○渡部市長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 はい。 

○渡部市長 ほかに委員の皆様から、主には教育の内容等にもかなりあ

るので、教育委員会の皆様も大体ご承知のことかとは思いますけれど

も、一応大綱に基づいて行った取組についてということなので、ご意

見、ご質問あればお願いしたいと思います。 

  吉村先生、お願いします。 

○吉村委員 それでは、教育委員会で余り議論しないような分野につい

て、二つほど質問させてください。 

  一つが、１９ページの東村山子ども相談室の開設で、大きな成果が

あったという報告を頂戴したのですけれども、確かにそういう成果が

上がっているんだろうと思うのですけれども、具体的な成果がどうい

うものだったのか。その上で、これからの課題はどういうところにあ

るのかというのが１点。 

  それから、もう一つは、２４ページのスポーツ施設の修繕。非常に

うれしいキーワードが出ているのですけども、やっぱりスポーツをや

る上で、どこまでが安全でどこからが危険かというのを教えることが

極めて重要だと思うものですから、今、どの辺の施設が少し危険度を

増しているのか、それをどういうふうに修繕されようとしているのか、

その辺もお教えいただければありがたいと思っています。 

  以上、２点です。 

○渡部市長 吉村先生から２点ご質問いただきました。最初の点は、子

ども・教育支援課長のほうでよろしいですか。 

○大西子ども・教育支援課長 今、いただきましたご質問、子ども相談

室を開設したことに伴う成果でございますが、ここに書いてあるのは、

数字的なものであったりといったことになります。具体的な事例とい

たしますのは、今までであれば、子ども幼児教育相談室のほうで相談

を受けていたお子さんが、小学校に上がる際に引き継ぎという形が書
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類でしか引き継ぎがなされなかったものというものが、実際に相談員

が、そのまま同じ相談員が小学校で話をし、いろいろやるとか、直接

お子さんにかかわりながら特別支援教室とかの利用につながるという

ようなことが実際に出ています。 

  現在、子ども相談員の事務室は、子育て支援課のフロアと一緒にな

っておりますので、日常的に小さいお子さん、また、子ども家庭支援

センターにかかわっている相談だけではない様々な支援を受けている

お子さんにつきましても、日常的に相談員が立ち話といったら変です

けども、情報交換をしながら、さまざまな角度から、お子さん、また

は保護者の方にかかわることができるようになったなというような成

果となっています。 

  一方、課題といたしましては、幅広い相談活動をしていますので、

幼稚園、保育園、今までも２８年度、幼稚園、保育園、新たに訪問相

談ということを始めて、幼稚園、保育園の中身が子ども相談室にもい

ろいろ把握できるようになってきたのは成果なのですが、そこに対す

るよりよい保育であるとかよりよい幼児教育にどのように子ども相談

室が専門家としてかかわっていけばいいかというのを、今後、子ども

育成課とさらに連携しながら進んでいくというのが課題かなと考えて

いるところです。 

  以上です。 

○渡部市長 スポーツ関係は、市民スポーツ課長お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 ご案内のとおり、施設のほうが、だいぶ古く

なっていっているような状況がありますので、全般的にどこもかしこ

も……。特に市民スポーツセンターのほうは、指定管理者が施設の管

理運営をしておりますけども、先日もゲリラ豪雨があった際、外の排

水のところに土等が入ってしまいまして、排水がうまくいかなくなり

まして、ガラス張りの枠のすき間から水が出てくるような状況になっ

ております。そこをコーキング剤で埋めて水が漏れないように施すん

ですけれども、やはり完全に防水しきれて施工になっていないところ

もございまして、少し館内に水が入ってくるような状況があります。 

  それから、運動公園のほうも全般的に老朽化しているんですけれど

も、特に運動公園のプールは、附帯設備も含めて大分古くなっていて、

外にあるということもあるので、まず下のフロアの部分ですね。裸足

で歩かれますから、そこの部分も結構、下の剥がれとかありますので、
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そういったところをけがのないようにシリコン剤を補てんをしたりと

か、あるいは、蛇口状況も古くなっています。あとはシャワーのバル

ブが締まり切らなくて、水が少し出てきているところもあるので、そ

ういったところは簡易的な修繕というところはさせていただいていま

す。ただ、全般的に運動公園のランニング走路の近くの木が成長して

根っこが盛り上がったりとかいうのがあったりして、でこぼこしてい

る部分もございますので、大規模な改修をするというのも必要になっ

てくるだろうと思いますので、今年度はスポーツに関する市民意識調

査を９月の下旬ぐらいから行って、利用者さんの実態というんですか

ね。そういったところも把握した上で施設等々の今後の方向性という

ものを考えてまいりたいと思っております。 

○渡部市長 ２点目の関係で、私のほうからちょっと補足させていただ

くと、スポーツ施設に限らず公共施設、おしなべて老朽化をしていて、

学校施設については、耐震、それから、最低、一系統については、ト

イレ改修等終わっていますけれども、本当は学校施設も老朽化して、

改善をしなければならないところがかなりいっぱいあります。 

  また、スポーツ施設についても、今、課長のほうから申し上げたと

おりで、当市のスポーツ施設の場合、自前の地べたでなくて、借地を

している施設がテニス場だとか少年野球場だとか、そういったところ

も多くて、今後どうしていくのかという課題があるのですが、大きな

枠組みとして考えると、施設再生をこれからどうするかというのが今、

いろいろ検討させていただいています。 

  それから、スポーツの部分だけ取り出してみると、当市は全国に先

駆けて、スポーツ都市を宣言を昭和４０年代にさせていただいて、そ

れから４０年近くの時間が経過をいたしています。その中で、やはり

市民のスポーツに対する意識や思考も変わって、かつてはやっぱり一

番人気が少年野球だったりしたのが、今はサッカー等人気を拮抗する

ような状況が、男の子の場合は特にありますし、今後、施設を再生し

ながらどのようなスポーツ施設にリニューアルしていくのかというこ

とは、やっぱりこれからいろいろ市民の意向を把握をさせていただき

ながら、また、関係するいろいろな諸団体や教育委員の先生方からも

意見いただいて、よりよいスポーツ施設の拡充をやはり図っていく必

要があるというふうに思っています。 

  ただ、限られた財源なので、あれもこれも、全てのニーズを満たす
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というのは、なかなか厳しいので、やはりこれから市として、今後の

少子化、高齢化する中で、どういうスポーツ施策を進めることで、心

身ともに子供さんから大人、高齢者の方の健康ということにつながる

ようなことを考えていくかということが、やはり一つのポイントにな

ってくるのではないかと思っておりますので、折に触れて、また、ス

ポーツ行政についてもご指導を皆様からいただければありがたいかな

と、そんなふうに思っております。 

  そのほか、皆様のほうからご意見。 

  當摩委員さん、お願いします。 

○當摩委員 この資料をじっくり読ませていただきまして、１年間とい

うのがこうやって送られてきたんだなというのが改めて思わせていた

だきました。といいますのは、教育委員会でさまざまご報告いただき

ましたり、実際に自分が定例訪問に参加させていただいた中で、見聞

できたこと等が非常によくまとめていただいていて、やはり教育とい

うのは、一日一日、日を、絶えることのない毎日の積み重ねの結果あ

るものだなというのを痛感させていただきましたということをまずも

って申し上げさせていただきます。 

  その中で、２点私が感じたことを申し上げさせていただきたいので

すが、１点目は、土曜講座のことなんですね。土曜日の授業の中で、

先ほど課長のほうからなかなかいろいろな難しいことがあるようにな

ったというお話は、もっともなことだと思うのですが、何かせっかく

地域の方々が子供たちにこうしたことをいろいろ覚えてもらえるとい

いねってなってきた、ある意味、本市の財産かなとか思いますので、

よい形で、例えば、土曜日という言葉に限ることなく、何かよい方法

を今後みんなで知恵を出し合って考えていけるといいなと思うので、

何かアイデアがおありでしたらお伝えいただきたいということが１点

と。 

  例えば、私どもは、教員という形で全体的なことを知らせていただ

く立場にございますから、こういう分野はこうだよねとかいうことが

あるのですが、恐らく生活者としての市民の方、また、学んでいる子

供たちというものを考えたときに、非常に自分がわかっている範囲で

はわかっているのだけれども、ほかの分野に関しても、いわゆる知識

を得たり、またそれを深めていくということ、これはとても難しいこ

とだとは思うのですが、せっかくこうした市長部局と教育委員会が一
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緒に考えさせていただく場を頂戴していますので、特に全生園を使っ

ての人権の学習等に関しましては、市長部局でもいろいろなことを考

えるんだと思いますし、教育委員会もさまざまなことをやっているの

ですが、それが何かコラボレートできるような、そうしたことがある

とうれしいなというように思っておりますので、その辺何か、今、な

んか急な回答というのは結構ですが、ちょっとでも土曜講座などに関

しては、ここで教育長にお伺いさせてもいいでしょうか。お願いいた

します。 

○森教育長 今、土曜講座の今後ということですかね、ご質問いただい

たんですけども、確かに土曜講座、今まで本市の特色としてずっと進

めてきたんですけど、これが始まった経緯というのが前回、前々回の

教育課程編制のときにゆとりの時間ということで、土曜日ももちろん

休みになりましたし、授業時数も大幅に削減されて、総合的な学習の

時間なども入ってきたと。そういう中にあって、子供たちを地域に返

す。地域の中で子供たちを育てていきましょうという機運が非常に高

まった時期なんですね。ですから、ちょうど時期的にはぴったりはま

った内容であるというふうに思いました。 

  それがずっと今まで続いてきたんですけれども、このところ文部科

学省のほうでは、授業時数をどんどんふやしてきていて、土曜日にも

授業をやりなさい。あるいは、長期休業期間中も授業を設定していい

ですよというようなことで、かなり教科の時数に割り当てることがふ

えてきていると。そういう中で、今まで続けてきた本市の土曜講座の

講師の先生方も、学校がこの日は授業にしたいということであれば、

それは仕方がないですねということでご理解はいただいているところ

なのですが、やっぱりその部分でよさをやっぱり生かしていく必要が

あるだろうということで考えておるのですが、実は２学期制から３学

期制に変えたときに、ただの３学期制に戻すということではなくて、

２学期制のよさを生かした３学期制ということでこれからは考えてい

きますということでございますので、その辺のところで具体的にじゃ

あ何がどうできるのかという部分もありますけども、今までの土曜講

座を生かしていけるような方向で、どんなところで時間が設定できる

のか探っていかれるのかということを検討してまいりたいというふう

に思っているところでございます。はっきりしませんでしたけど、よ

ろしくお願いいたします。 
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○渡部市長 よろしいですか。 

○當摩委員 ありがとうございます。 

○渡部市長 小関先生、特にこの件に関して。 

○小関委員 土曜講座。 

○渡部市長 土曜講座ではなくて、大綱の取組についてでございます。 

○小関委員 ありがとうございます。まず、この中に具体的には盛り込

めていないですけれども、総合教育会議で子供の貧困とか多様な課題

について、教育と福祉の連携で具体的な取組をお話しいただきました。

あれがとても心に残っていて、本当にこれが東村山だというふうに思

っています。また、ぜひ子供たち一人一人に力をつけるという点で、

充実していただきたいなということが１点でございます。 

  いただいた資料でお話をさせていただきますと、施策の方向性の２

の基礎的・基本的な内容を確実に身に付ける教育ということなのです

が、２８年度の取組状況にベーシックドリルとか基礎ドリルとか、そ

ういったことが挙がっています。これは確かにそのとおりで、本当に

着々と重ねていただいていると思っているところですが、私は実はこ

の主要施策の中にある子供たち一人一人の生きる力を育成するという

基本的な考えに立ち、子供たちと向き合う時間を大切にする。時間

的・精神的なゆとりの中で云々ということですが、基礎的・基本的な

内容、子供たちの学力の向上にかかわって、子供と向き合う時間、そ

して、時間的・精神的なゆとりというのを言及するというのは、これ

は東村山の特色ではないかと思っています。非常にすばらしい観点な

んですね。このことから言って、子供たち一人一人に向き合う、それ

から、子供とゆとりのある中で先生と子供がかかわる、子供同士がか

かわるという、これは子供たち一人一人の学習意欲に結びついたり、

自尊感情に結びつく。あるいは、いじめ問題にも効果があるんじゃな

いかと思っています。 

  このことだけ見たときに、これからの先生方の働き方にもかかわる

でしょうし、ここにある主な事業の中の教員の加配にもかかわってく

るかと思うんですけれど、一つ一つの学校が意図的に子供と向き合う

時間を設定しないとなかなか時間って生まれないんですよね。こうい

う時間の設定、もし各学校で具体的な工夫があった。あるいは、今後

の中にこんな可能性があるというのがあればお知らせいただいて、ぜ

ひ２８年度の取組の成果の上に立って、子供たちと向き合う時間をし
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っかりつくると、これをまた今後、重要視していただければなと思い

ます。 

  以上です。 

○渡部市長 ご指摘がありましたけど、事務局のほうから何かご回答あ

りますか。 

○青木指導室長 ありがとうございます。今、教員の多忙感、働き方改

革ということも、全国的に言われている中ですけれども、今、ご指摘

いただいたように先生たち一人一人が、意識的に子供たちとかかわろ

うとしたり、一人一人を大切にする授業にしようとしたりしています

が先生方の力量にかかわっている部分も大きいかと思います。ただ、

それだけでは、なかなか今の現状の中で子供たちとゆっくり向き合う

時間をつくるということが非常に難しい現状もあることは確かです。 

  そういった中で本市では、学校事務の共同実施を行っておりまして、

これまでやってきた学校の中での事務にかかわることをもう一度見直

して、事務室でできること、それから、職員室でできることなどを整

理をして取り組んでいるところです。本年度は、三つに地区を分けた

うちの、南部地区で本格的に実施をしたところです。実際には、これ

までに先生たちが行ってきた私費会計などを事務室で協力してやって

いくという中で、先生たちに時間が生まれ始めているというような現

状です。管理職が教員に向かえる、教員が子供に向かえるということ

が本来の姿であると思いますので、今後も進めていきたいと思います。 

  さらに都の補助金事業を利用して、学校マネジメントモデル校とし

て本市は２校が取り組んでおりまして、副校長の補佐をする職員を配

置しております。そういったことでも、学校の中に子供に向き合える

時間が生まれて始めていると感じておりますので、今後も進めていき

ながら、本来、教員が子供と向き合える指導に向き合える時間をこれ

からもつくり出していきたいと考えております。 

  以上です。 

○渡部市長 市役所の働き方改革ということで、いろいろ今、取組をさ

せていただいているところで、２８年度、職員の残業時間、１万時間

ちょっとなので、１人当たりにすると１０時間ぐらいなんですけれど

も、かなり過大になりまして、多い職員ですと年間ものすごい残業を

している職員もいたりするので、その辺是正してワークライフバラン

スをしっかり確保していこうということで、密度の濃い、まさに先生
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が指導に向き合える時間のように正規の職員、公務員が本来やるべき

ことにきちんと向き合える時間を確保しようという取組を役所として

も進めさせていただいていますが、これから各学校、教育現場でも働

き方改革を何とか進めて、教員の方の労働時間が非常に長時間になっ

ているというのも、最近、社会問題化していますので、その辺の是正

はやはり市教委だけでできることではもちろんありませんが、都教委

や国の制度を注視しながら進めていく必要があるのではないかな、そ

んなふうに思います。 

  佐々木委員のほうから大綱の取組みについて何かございますでしょ

うか。 

○佐々木委員 子供たちのためにこれだけのことをしていただけている

ということがすごくよくわかったし、多くの保護者の方にももっとも

っと伝わるといいなと思いました。私がお世話になったんですけれど

も、家庭との連携の推進の中で、ＰＴＡの連合協議会を開催させてい

ただいていますが、教育委員会からもご支援いただいておりまして、

教育委員会との情報交換だけではなくて、各学校の保護者同士の情報

交換の場ともなっていて、お互いに悩んでいることとか、子供たちの

子育てについても相談できる機会があるということがすごくすばらし

いですし、研修会とか講習会を行って、さらに家庭での教育の知識を

高めるという機会も設けさせていただいて、ぜひ今後も続けさせてい

ただいたらいいなと思いました。 

  あと、土曜講座なんですけれども、地域の子は地域で育てるという

ことで、すごくすばらしいことだなと常々思っていて、子育てをして

いる保護者って、ありがたみを感じるのがすごく鈍いかなと思うんで

すけれども、実際にこういう立場になって、ＰＴＡのこととかもさせ

ていただいたりとかすると、本当に地域の皆さんの力ってすごいな、

本当に感謝することばかりだなと思いました。 

  土曜講座に関しては、中学校のボランティアの方も参加させていた

だいたりとか、保護者の方や地域の方も参加できるような講座を設け

ていらっしゃる学校もありますので、子供たちのためにも地域のため

にも、ぜひご協力いただきながら続けていただけたらいいなと思いま

した。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 
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  私のほうから何点かよろしいでしょうか。気がついた点なのですが、

今回、市長部局に関しては、施設再生推進課と子ども家庭支援センタ

ーしか出ていないということだったんですけど、例えば、１４ページ

の安全教育及び防災教育の推進とかというのは、これ取組内容や状況

についていうと、各学校の事例が出ているんだけれども、例えば、防

災安全課だとか地域安全課でもいろいろ取り組みをしていて、直接学

校は介さなくても子供対象の事業、自転車の安全教室なんかやってい

るので、そういったことは記載をしておいたほうがよろしいんじゃな

いかなというふうに思いました。 

  それから、次ページ、１５ページの環境教育もこれも資源循環部だ

とか、あと、環境安全部等でもやはり事業を行っている部分がありま

す。これも２９年度ですが、先日もまちづくり部のほうで、みどりと

公園課が、北山公園の外来種防除イベントということで、「ウシガエ

ルとザリガニ捕獲大作戦」というのをやって、子供にすごい人気があ

ったんです。定員５０人に対して９０人応募があって、結局、抽せん

せざる得なかったというぐらいですが、保全を必要とする固有種が結

構北山公園等に生息していることがわかりましたが、一方で、外来種

がそれらを食べちゃうというような問題があって、固有種を残すため

にやむを得ず、外来種であるウシガエルだとかザリガニを捕獲をして

駆除をせざる得ないという、こういうことで子供たちもなぜ駆除しな

ければならないのか、外来種そのものが悪いわけではないので、外来

種を持ち込んだ人たちが、人間が持ち込んでいるわけですから、そう

いったことで逆に命の大切さを身をもって理解していただくとかとい

う事業、あれはいい事業だなと思って、私も参加させていただいたの

ですが、そういった市長部局でも、学校を介さずに直接お子さんたち

を対象にした幾つかの事業、環境面でもやっていますので、そういっ

たことは拾ってあげておいたほうが来年度いいんじゃないかなという

ふうに思いましたので、そこはお願いをしたいと思います。 

  それとあと、取組状況ということなので、今後の課題として、これ

は我々が常に求められるわけですが、これから９月決算の議会で審議

を行わなければならないのですけど、取り組みした結果としてどうい

う成果、アウトカムが得られたのかということの説明が行政は求めら

れる時代ですので、教育の成果や効果というのは、なかなか数字等で

あらわしにくい分野ではあるんですけれども、それらについて、どう
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いうふうにこれから成果や効果について示していくのかということに

ついては、今後もぜひ研究を進めていただければなというふうには思

ったところです。単純に学力なんか平均点が上がったとかというだけ

の話では当然ないわけなので、なかなか数字的に客観的にどういう成

果、効果が上がったというのはお示ししにくいことはたしかなのです

けども、少しそういったことも触れられるように来年度に向けてとい

うことになりますが、研究をぜひお願いしたいというふうに思ってお

ります。 

  それでは、一通り委員の皆さんから２８年度の教育施策の大綱に係

る事務の取組状況について、ご報告をいただきましたので、特にほか

になければ、本日はこの辺で、本件については終了させていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 続きまして、報告の次でございます。先ほど冒頭ご挨拶で

も申し上げましたけれども、ホストタウンの決定と蘇州市とのスポー

ツ交流について、報告をお願いしたいと思います。 

○笠原企画政策課長 それでは、ホストタウンの決定と蘇州市とのスポ

ーツ交流事業につきまして、ご報告をさせていただきます。 

  冒頭、市長のほうからご報告ございましたところと若干かぶるとこ

ろがございますけれども、ご説明させていただきたいと思います。 

  まず１点目、ホストタウンの登録についてでございます。市では、

２００４年に中国の蘇州市と友好交流都市の協定を締結し、以後、教

育交流等を継続してまいりました。このたび内閣府が推進いたします

ホストタウンの第４次登録におきまして、これまでの交流実績と今後

の交流計画が認められ、東村山市が中国のホストタウンとして登録さ

れました。ホストタウンとは、東京２０２０東京オリンピック・パラ

リンピック開催に向け、スポーツ立国との人的・経済的・文化的な相

互交流を図る地方公共団体を「ホストタウン」として登録するもので、

ホストタウンとして登録された地方公共団体は、国からの各種財政措

置、人材の派遣、情報提供などの支援を受けながら、大会参加国地域

等の関係都市との交流を行い、スポーツの振興、教育文化の向上及び

共生社会の実現につなげていくことを目的としております。 

  また、これらを大会前後を通じた継続的な取組にしていくことで、

さらなる地域のグローバル化、活性化、観光振興等へつなげてまいり
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たいと考えているものでございます。 

  我々が今回登録されたのが第４次登録でございますが、既に第３次

登録までには１３８件の登録がございました。このたびの第４次登録

では、新たに４１件が登録され、全部で１７９件となりました。 

  都内ではこれまでに６件、６自治体の登録がございましたが、この

たび第４次登録では当市を含め２件、２自治体が登録されました。 

  続きまして、友好交流都市中国蘇州市とのスポーツ交流事業につい

てでございます。去る７月２６日水曜日にホストタウン登録後、最初

の交流事業といたしまして、中国蘇州市の小学生４年生から６年生の

児童２０名と引率の方５名を当市にお招きし、サッカー交流事業を実

施いたしました。当日は、朝からあいにくの雨でございましたが、午

前中予定いたしていましたサッカークリニックにつきましては、久米

川東小学校体育館で実施いたしました。 

  午後は雨がやみ、市内唯一の天然芝の校庭を持つ久米川東小学校の

グラウンドで交流試合を実施することができました。 

  東村山市が中国のホストタウンとなってから最初の交流事業となり

ましたが、本事業は、外務省が推奨いたします日中植林・植樹国際連

帯事業の日中青少年等交流事業の一環といたしまして、実施主体とい

たしましては、公益財団法人日中友好会館の実施で行われました。本

事業につきましては、日中友好会館を初め、多くの皆様のご協力をい

ただき事業実施をすることができました。改めてご協力いただきまし

た皆様に感謝を申し上げます。 

  サッカー交流会では、両市の小学校４年生から６年生による選抜チ

ームが親善試合を行い、言葉は通じなくても、東村山の子供たちと蘇

州の子供たちがパスをつなげてゴールを決めるなど、スポーツは国境

を越えるということを子供たちが体験してくれたのを目の当たりにす

ることができました。 

  翌２７日は、運動公園で記念植樹活動を行い、程永華中華人民共和

国駐日本国特令全権大使を初め、外務省の方々にもご列席いただき、

ハクモクレンの木４本を植樹いたしました。このハクモクレンの苗木

が当市と蘇州市、そして日本と中国の友好の証として大きく育つこと

を願いたいと思っております。 

  今後もさまざまな形での交流事業を展開して、交流の輪を広げてい

きたいと考えております。引き続き教育委員の皆様からのご指導、ご
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協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  事務局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。蘇州との交流は実はこれまで歴

代の教育委員さんがご尽力いただいてつなげていただいてきたわけで

ございまして、そういう意味では、本当に教育長初め、教育委員の皆

さんの長年の地道なご尽力があって、ホストタウンになることもでき

ましたし、今回サッカー交流もすることができたのかなというふうに

思っておりますが、本件につきまして何かご質問、ご意見等あればお

受けさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  蘇州に行かれた當摩委員さん、特に何かありますか。よろしくお願

いします。 

○當摩委員 ちょうど吉村先生とご一緒させていただいて、行かせてい

ただいてちょうど考えてみますと１０年前なんですね。蘇州も暑かっ

たですし、上海、北京って６月の末だったんですけども、非常に暑い

という印象を持ちました。その蘇州から子供たちが来て、こうしてサ

ッカー、２２人の子供たち、東村山の子供たちと一緒にサッカーをや

られたというのは、何かすごく感慨深いものを私たち感じさせていた

だくのですが、ちょっと１ページの資料の文化交流のところの「上海

評弾や日本の伝統 芸能など」、これってどんなものなのかなという

のを思ったのですが、おわかりになりますか。 

○渡部市長 次長のほうで……。 

○武岡経営政策部次長 上海評弾につきましては、歌劇というかそうい

うようなイメージの、歌ったり、あるいは中国の楽器とかを使って見

せるそのような文化事業がありまして、今年度中に一度できればいい

ねというような企画等も少し湧き上がったところがあったんですけど

も、いまだこの時点では、具体的にはまだ動いていないというような

ことでございます。 

  ここに書いています上海評弾を例として、いろいろな文化事業、た

だスポーツだけではなくて中国の文化なども、東村山のほうの市民の

方々がいろいろ知っていただければより深まっていくのかなというふ

うに考えているところでございます。 

  以上です。 

○渡部市長 よろしいですか。 

○當摩委員 はい。 
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○渡部市長 いろいろスポーツ交流についてご指導いただきました吉村

先生、お願いいたします。 

○吉村委員 指導は大したことなかったと思いますけども、一つクレー

ム。連絡網が今回どういうふうになっていたのかなというのが。実は

任意団体の東村山国際文化スポーツ交流協会からの連絡網がまだスム

ーズでいないというのは、全て許せることなんですが、きょう、ホス

トタウンが決定したということであれば、市が絡まるわけですよね。 

  実はこの日、私、午前中ずっと時間をあけていて、大雨だったんで

すよね。歩いて二、三分のところですから確実にそれ行かせてもらう

予定をしていたのですが、ちょっとその辺のやるのかやらないのか、

どこでやるのか、子供たちがどこにいるのか。きのう、初めて午前中

も久米川東小学校にいたんですと言われて驚いたという経緯があるの

で、すみません、ホストタウンに決定したからには、これから連絡系

統というか連絡網をしっかりしてくだされば非常にありがたいと思っ

ています。よろしくお願いいたします。 

○渡部市長 その件につきましては、私のほうからおわびを申し上げて、

大変申しわけございません。教育委員の先生方にも連絡不徹底だった

ということなので、以後こういうことのないように事務局の皆さんも

私も含めて注意をしたいというふうに思っております。まことに申し

わけございませんでした。 

○吉村委員 すみません。クレーマーですみません。 

○渡部市長 もしあれでしたら、今後について何かご指導いただければ

また。 

○吉村委員 手前みそでよろしいですか。 

○渡部市長 結構でございます。 

○吉村委員 その理事長が町田豊先生で、これが終わった翌日にお電話

いただいて、今月の２０日、所沢の早稲田大学で回田小学校のティー

ボールの２チームと、それから、中国から上海のチーム２チーム、広

州１チーム、それから、香港１チーム、それから韓国ですけど、５チ

ームを呼んで国際交流ティーボール大会をやるというようなことをお

伝えしましたところ、ぜひ協会でもいろいろな形で応援したいと大変

なありがたいご返事を頂戴したものですから、また、町田先生いわく

一つの協会の実績としたいものですから、応援させていただきますと

いうふうに言っていただきました。 



２４ 

  大学と地域と学校がコラボできるイベントになり得るのかなと思っ

て大変喜んでいます。こういうのを３回、４回、５回と続けていけば、

中国のほうも非常に喜んでくれるんじゃないだろうかというふうに思

ったりしています。ありがとうございます。 

○渡部市長 大変ありがとうございます。ティーボールの国際大会の前

日になるんでしょうか、早稲田大学の所沢キャンパスで回田小学校の

ティーボールチーム２チームと中国、韓国のチームと親善ティーボー

ル試合を行わせていただけるということなので、ちょっと事務局の皆

様、時間等後で場所と確認をさせていただいて、役所もホストタウン

になった以上は多少何らかのかかわりを持たせていただいたほうがい

いのかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。ありがとうございます。 

  ほかの委員の皆さんから本件につきまして、何かご質問、ご意見ご

ざいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  事務局のほうから何かありますか。 

  それでは、ホストタウンの関係、蘇州とのスポーツ交流関係につい

ては、以上で終了させていただきます。 

  最後にその他、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、最後に次回第３回東村山市総合教育

会議の日程についてご連絡させていただきます。 

  第３回東村山市総合教育会議は、１０月５日木曜日、場所は、本日

と同じくマルチメディアホールになります。 

  以上です。 

○渡部市長 次回、１０月５日ということでございますので、また、お

時間をとっていただきますようお願いいたします。 

  以上で、平成２９年度第２回東村山市総合教育会議をこれにて閉会

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 

 




