令和 元 年度 第１回 東 村山市 総合 教育会 議 会議録
○令和元年５月８日（水）マルチメディアホール（いきいきプラザ３
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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
令 和元 年度の 総 合教育 会議 の進め 方 につい て
令 和元 年度取 り 扱う教 育の 諸課題 の 選定に つい て

４

そ の他

５

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。 た だい まか ら 、 新元号 にな

りまし て初 めての 総 合教育 会議 を開催 し たいと 思い ます 。
教 育委 員の 皆様 には、 大変 お忙 しい 中をお 集ま りい ただ きまし て、
まこと にあ りが とう ござい ます 。本 年度 もこの 総合 教育 会議 を通じ て、
教育委 員会 と市 長部 局のさ らな る連 携の もと、 東村 山市 の教 育の充 実
に全力 で取 り組 んで まいり 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、 今年 度第１ 回と いう こと であり ます ので 、新 たに村 木教
育長が 就任 をさ れて おりま す。 新た に４ 月１日 に教 育長 に就 任をい た
だきま した 、村木 新 教育長 より ご挨拶 を お願い した いと思 い ます。
○教育 長

皆様、 改 めまし て、 おはよ う ござい ます 。
１

４ 月１ 日を もち まして 就任 をさ せて いただ きま した 、村 木です 。東
村山の 子供 たち のた め、そ して 東村 山の 教育が ます ます 充実 、発展 す
るよう 、微 力な がら 、 これ まで の経 験を 遺憾な く発 揮で きる ように 取
り組ん でま いり たい と思い ます ので 、ど うかよ 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。

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 いしま す。
○笠原 企画 政策 課長

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
議題に つき まし ては 、令和 元年 度総 合教 育会議 の進 め方 につ きまし て
と、令 和元 年度 取り 扱う教 育の 諸課 題の 選定に つい てを お願 いして お
ります 。
な お、 資料 につ きまし ては 、当 日配 付資料 も 含 めま して 、配付 資料
一覧を ご確 認の 上、 過不足 がご ざい まし たら、 事務 局ま でお 願いい た
します 。
ま た、 ５月 より クール ビズ とい うこ とでノ ーネ クタ イに なって おり
ます。 よろ しくお 願 いいた しま す。
私 から は、以 上 です。
○渡部 市長

市 役所 のほう は５ 月か らク ールビ ズと いう こと で、私 も教

育長も 職員 も、 みん なノー ネク タイ とい うこと をお 許し いた だきた い
と思っ てお りま す。 なお、 市役 所の クー ルビズ は９ 月３ ０日 までと い
うこと でご ざいま す ので、 ご 承 知おき を いただ けれ ばと思 い ま す。
そ れで は、 引き 続きま して 、本 日の 傍聴に つい て、 委員 の皆様 にお
諮りさ せて いただ き ます。
本 日の 審議 内容 につき まし ては 、事 前に通 知を 受け てお ります 。特
段の非 公開 情報 はな いと思 われ ます が、 傍聴者 の入 場を 許可 しても よ
ろしい でし ょうか 。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

異 議が ござい ませ んの で、 傍聴を 許可 した いと 思いま す。

また、 会議 途中 で傍 聴希望 者が 来た 場合 も、同 じよ うに 入場 を許可 す
る形で 進め させて い ただき たい と存じ ま すが、 よろ しいで し ょうか 。
（

異 議な し
２

）

○渡部 市長

こ れも 特に異 議が ござ いま せんの で、 認め たい と思い ます 。

ま た、 本来 です と定員 は１ ０名 とな ってい ます が、 本日 は会 場 の規
模から 判断 いた しま して、 １０ 人以 上の 傍聴が 可能 と思 われ ますの で 、
席があ る限 り で 傍聴 を許可 した いと 思い ますが 、よ ろし いで しょう か。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

では 、 そのよ うな 形で傍 聴 を許可 した いと思 い ます。

そ れで は、 事務 局より 傍聴 者人 数の 報告と 入場 、 誘 導を お願い した
いと思 いま す。
○ 笠原 企画 政策 課長

傍聴 者は 、本 日６ 名の方 がい らっ しゃ ってお りま

す。そ れで は、入 場 を。
○渡部 市長

○渡部 市長

それ で は、暫 時 休 憩をい た します 。
午前

９時 ０３分

休憩

午前

９時 ０５分

再開

それ で は、休 憩を 閉じて 会 議を再 開さ せてい た だきま す。

こ こで 、傍 聴の 方にお 願い をさ せて いただ きま す。 傍聴 してい ただ
くに当 たり まし ては 、お手 元に ご配 布さ 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、 よろ しく お願い 申
し上げ ます 。
そ れで は、 早速 、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 上げた い と思い ます 。
改 めて 、 皆 様 、 おはよ うご ざい ます 。私 ご と で 大変 恐縮 でござ いま
すが、 先月 ２１ 日に 行われ まし た東 村山 市長選 挙に おき まし て、多 く
の市民 の皆 様の ご支 持を賜 り、 ４回 目の 当選を 果た させ てい ただき ま
した。
こ の間 、教 育委 員の皆 様に は、 この 総合教 育会 議を 通じ て 、さ まざ
まな教 育の 諸課 題に ついて 、 と もに 考え 議論 を させ てい ただ いて、 よ
りよい 方向 で東 村山 市の教 育行 政を 進め させて いた だく こと ができ た
と考え てお りま す。 改めて 、感 謝を 申し 上げた いと 思い ます し、引 き
続き、 ４年 間市 長と して、 また 市政 の責 任者と して 教育 行政 につい て
も、教 育委 員会 の皆 さんと いろ いろ 議論 を深め なが ら、 さら に教育 の
発 展に でき るよ う に 進めて まい りた いと 考えて おり ます ので 、ぜひ ご
指導、 ご協 力のほ ど 、よろ しく お願い を 申し上 げた いと思 い ます。
３

さ て、 昨年 １年 は、こ の総 合教 育会 議では 、教 育の 諸課 題につ いて 、
特に学 校に おけ る働 き方改 革や 共生 社会 の構築 につ いて ご議 論をい た
だいた とこ ろで ござ います 。ま た、 教育 施策の 大綱 に係 る取 り組み に
つ い て もご 意見 をい ただい たと ころ でご ざいま す。 今年 度も 折に触 れ
まして 、教 育委 員会 の皆様 と、 私を 初め とする 市長 部局 で議 論をさ せ
ていた だき 、よ り連 携を深 めて 、先 ほど 申し上 げた よう に、 東村山 市
の教育 のよ りよい 充 実が図 られ ればと 考 えてお りま す。
な お、 今年 度 の 総合教 育会 議に おき まして は、 後ほ ど事 務局よ り説
明をい たし ます が、 昨年７ 月に 、市 議会 から 「 いじ めで 泣く 子を出 さ
ないた めに 」と 題し た 提言 書を 受け てお りまし て 、 この 間、 事務方 で
は、市 長部 局と 教育 委員会 事務 局で 、い ろいろ とこ の取 り扱 いにつ い
て議論 をし てき たと ころで ござ いま すが 、 ３月 定例 会で も、 市議会 か
ら提言 を出 した その 後につ いて 、い ろい ろと議 員さ んか らも ご意見 を
いただ いた とこ ろで ござい ます 。や はり 、いじ めの 問題 につ いては 、
教育委 員会 はも とよ り市全 体と して 捉え ていく 必要 があ ると いうふ う
に考え て、 今後 は、 この総 合教 育会 議の 場で議 論を させ てい ただき 、
教育委 員会 と市 長部 局で、 いじ め防 止等 のため の基 本方 針を 策定 し て
まいり たい と、そ の ように 考え ている と ころで ござ います 。
今 年度 につ きま しても 、引 き続 き活 発なご 議論 をお 願い させて いた
だいて 、冒 頭の ご挨 拶にか えさ せて いた だきた いと いう ふう に思っ て
おりま すの で、よ ろ しくお 願い します 。
そ れで は、 早速 、次第 に沿 って 進め させて まい りた いと 思いま す。
本日の 議題 につ きま しては 、令 和元 年度 の総合 教育 会議 の進 め方に つ
いてと 、本 年度 取り 扱う教 育 の 諸課 題に ついて でご ざい ます 。まず 、
今年度 のス ケジ ュー ルにつ いて 、事 務局 より 説 明を お願 いい たしま す。
○笠原 企画 政策 課長

それ では 、 資 料１ 、令和 元年 度総 合教 育会議 年間

スケジ ュー ル （ 案） をご 覧 くだ さい 。昨 年度の 第４ 回の 総合 教育会 議
におき まし て、 年４ 回の案 を決 めさ せて いただ きま した が、 ただい ま
市長か らも ござ いま したよ うに 、本 年度 につき まし ては 、い じめ防 止
等のた めの 基本 的な 方針を 、こ の総 合教 育会議 にお きま して ご協議 さ
せてい ただ きた いと 考えて おり まし て 、 昨年度 決め させ て い ただき ま
したス ケジ ュー ル案 から一 部変 更と なり ました こと をご 報告 させて い
ただき ます 。 年 ５回 という 会議 で進 めさ せてい ただ けれ ばと 考えて お
ります 。
こ れま で教 育委 員会を 中心 に、 いじ め防止 等の ため の基 本的な 方針
４

を作成 して おり まし たが、 昨年 の第 ３回 の総合 教育 会議 でも ご報告 を
させて いた だき まし たが、 市議 会か ら提 言書を いた だき まし て、市 長
部局と 教育 委員 会の 間で、 この 方針 に関 する共 通認 識を 深め たい と 考
え、総 合教 育会 議で の方針 の協 議を ご提 案させ てい ただ きま した。 な
お、こ のい じめ 防止 等のた めの 基本 方針 は、今 年度 第３ 回か ら第５ 回
の会議 でご 議論を さ せてい ただ ければ と 思いま す。
本 日に つき まし ては、 例年 どお り、 今年度 議論 をさ せて いただ きた
い教育 の諸 課題 につ いても 選定 して いた だけれ ばと 思い ます が、例 年
ですと 、二 つな いし 三つの 諸課 題を 皆様 に 選定 して いた だい ている と
ころで ござ いま すが 、今年 度に つき まし ては、 ただ いま 申し 上げま し
たこと から 、一 つの 選定を させ てい ただ ければ と存 じま す。 なお、 本
日選定 いた だき まし た教育 の諸 課題 につ きまし ては 、本 年度 第５回 目
の会議 で議 論を し て いただ くよ うな 形 で と考え てお ります 。
ま た 、 次回 、第 ２回 の 総合 教育 会議 では、 東村 山市 教育 施策の 大綱
に基づ き、 平成 ３０ 年度ど のよ うな 取り 組みが なさ れた かを 報告し 、
議論を して いただ け ればと 考え ており ま す。
説 明は 、 以上 で ござい ます 。
○渡部 市長

今 年度 の総合 教育 会議 の年 間スケ ジュ ール につ いて、 ただ

いま事 務局 のほ うか ら説明 がご ざい まし たが 、 通常 、年 ４回 開催さ せ
ていた だい てお りま すけれ ども 、今 年度 に関し まし ては 、先 ほども 申
し上げ たよ うに 、市 議会か ら出 され た、 「 いじ めで 泣く 子を 出さな い
た め」 とい う提 言に 基づい て、 この 総合 教育会 議の 場で いじ め防止 等
のため の基 本的 な方 針を 定 めて まい りた いと考 えて おり ます ので、 合
計で５ 回会 議を 設け させて いた だき たい という ふう に考 えて おりま す
が、こ のよ うな スケ ジュー ルで よろ しい でしょ うか とい うこ とな の で
すが、 皆様 のほ うか らご意 見い ただ けれ ばとい うふ うに 思っ ており ま
す。よ ろし いでし ょ うかね 。
○小関 委員

あ りが とうご ざい まし た。 今の年 間ス ケジ ュー ルで５ 回に

なると いう こと につ いては 、 ５ 回頑 張ろ うとい うふ うに 思い ますけ れ
ど も、 いじ め防 止等 の基本 的な 方針 の策 定とい うこ とな んで すが、 基
本的な 方針 とい うの は、も う出 て い ます よね。 これ をさ らに 策定し て
いくと いう 、そ うい う捉え 方で いい んで しょう か。 それ とも 、それ を
検討す る、 ある いは 精査し てい って 、さ らに広 げて いく 、教 育委員 会
だけで はな い 、 総合 的な視 点で 福祉 等も あわせ て広 げて いく と、そ う
いうふ うに 考えて よ ろしい んで しょう か 。
５

○笠原 企画 政策 課長

こち らに つき まし て、 令 和２ 年度 版 と いうこ とで 、

その時 点で の内 容 も 精査し 、 更 新さ せて いただ きた いと 考え ており ま
す。 新 たな もの を一 から と いう こと では なく、 現方 針 の 内容 、方針 等
をベー スに 教育 的視 点だけ でな く、 総合 的な視 点で 皆さ まか ら ご意 見
を頂戴 でき ればな と 考えて おり ます。
○渡部 市長

どう で すか。

○小関 委員

新 たな ものと いう こと より はとい うこ とな ので 、そこ は納

得です が 、 実際 に、 このと ころ また 、い じめ問 題で 命を 落と すとい う
ような 子 が いて 、昨 日もテ レビ で本 当に 悲しい ニュ ース を流 してい ま
したけ れど も 、 そう したと きに 、私 はや はり学 校が 一番 、こ のいじ め
問題に つい ては 切実 に捉え なけ れば いけ ないっ て、 やっ ぱり 学校の 先
生かな とい うふう に 思って いる んです 。
そ うい うこ とで 言えば 、一 番大 きな 責任を 持つ のは 教育 委員会 では
ないか 、学 校教 育と してと いう ふう に考 えるの で、 その 学校 教育に か
かわる 教育 委員 会で の話と 往還 しな がら 総合教 育会 議を 進め ていく と
いうの なら ばわ かる んです が 、 やは りこ こだけ で独 立し て、 このこ と
につい ての 策定 とい うこと にな ると 、ち ょっと 学校 との かか わりが ま
た薄れ てく るかな と いうふ うに 思いま し た。
基 本的 には 、改 めて学 校教 育も 含め て福祉 、そ の他 さま ざまな 分野
から検 討を してい く という こと につい て は賛成 です 。
以 上で す。
○笠原 企画 政策 課長

市長 部局 とし て も 、主体 的に この 方針 の策定 に今

年度か ら携 わら せて いただ きた いと 考え ており ます が、 教育 委員会 と
はしっ かり と連 携を しなが ら、 学校 現場 のお声 も教 育委 員会 のほう を
通じて 聞か せて いた だきな がら 、 現 行の 基本方 針 を ベー スに して ロ ー
リング して いき たい なと考 えて おり ます ので。 それ につ きま しても 、
十分配 慮し ていき た いと考 えて おりま す 。
以 上で す。
○小関 委員

違 うこ とを言 って いな いと 思うん です けど 、相 互の往 還っ

てすご く大 事だ なと 、そこ だけ はち ょっ と強調 して おき たい なとい う
ふうに 思い ます。
○村木 教育 長

今、 小関委 員の ほう から もお話 あり まし たけ れども 、一

番大事 なこ とは 、い ろいろ 制度 、体 制を 整える 前に 、ま ずは 学校の 先
生方が しっ かり と児 童・生 徒理 解を 深め て、そ して 一人 一人 が子供 た
ちをよ く観 察す る中 で、や はり ゲー トキ ーパー にな って いた だく。 そ
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ういっ た中 でさ まざ まな課 題の 未然 防止 に努め てい ただ くと いうこ と
が、何 よ り も大 事だ と思い ます 。そ うい った状 況を 教育 委員 会のほ う
でしっ かり と把 握を しなが ら、 その 情報 を市長 部局 のほ うに も情報 提
供をさ せて いた だき ながら 、さ らに より よいも のが でき れば いいの か
なと思 って いま すし 。既に 策定 をし てい るもの とい うこ とで すが、 議
会から の提 言を 受け て、や はり 改訂 とい う形で 進め てい ただ けると あ
りがた いな と思い ま す 。
○渡部 市長

既 に提 言書に つい ては 、ご 案内の とお りか と思 います が、

市議会 から の 提 言で は、い じめ 防止 対策 推進法 の法 の趣 旨に のっと っ
て、い じめ 防止 の取 り組み は自 治体 の責 務と法 では 位置 づけ られて い
るので 、市 長部 局は 関係な いと いう こと ではな くて 、む しろ 市が主 体
となる よう に、 方針 をやは りつ くら れる べきで はな いか とい う提言 で
ござい ます 。
た だ 、 実際 には 、小関 委員 がお っし ゃられ るよ うに 、学 校現場 に一
番近い 教育 委員 会が 主体と なっ てこ れま でも進 めて きて いた だいて い
ますの で、 主と して どうい う主 体性 を発 揮して 、い じめ の防 止抑止 に
努めて いく のか とい う点で 議論 を深 めら れれば なと いう ふう には考 え
ている とこ ろで あり ま す。 やは り現 場か ら 遊離 した よう な形 の制度 や
仕組み 、あ るい は方 針を定 めて も意 味が ありま せん ので 、実 態に即 し
た、そ して 市と して 全体と して 、い じめ で泣く 子を 東村 山か ら出さ な
いため に、 教育 委員 会はも ちろ んで すが 、市長 部局 も努 力を してい く
と、そ うい う体制 を つくっ てい ければ な と考え てお ります 。
一 応、 年間 ５回 という こと にな って います が、 既に 教育 委員会 のほ
うで方 針定 めて いた だいて いま すの で、 これに 基づ いた 形で 基本的 に
は議論 を進 めさ せて いただ きた いと 考え ており ます ので 、よ ろしく お
願いを 申し 上げた い と思い ます 。
ほ かに 、年間 ５ 回のス ケジ ュール に ついて は 、 いかが で しょう 。
當 摩委 員 。
○ 當摩 委員

今 、市 長から ご説 明い ただ いて、 趣旨 とし て 大 変すと んと

落ちた んで すが 、ち ょっと ここ で質 問さ せてい ただ きま すが 、これ は
私ども が３ 回に わた ってさ せて いた だく 議論と いう のは 、令 和２年 度
のため の策 定で ござ います ね。 とい うこ とは、 令和 ２年 度、 またそ の
後の ３ 年度 とず っと 、 先ほ ど ロ ーリ ング という 言葉 出ま した けども 、
この主 体は 市長 部局 のほう にあ ると いう ふうな 理解 で、 今後 はそう い
った形 であ るとい う ふうに 捉え てよろ し いので ござ い まし ょ うか 。
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そ の辺 もち ょっ と明確 に し てお いて いただ ける と、 やは り教育 委員
会がか かわ るこ とが 、教育 長が おっ しゃ られま した よう に学 校現場 が
一番大 切だ とい うこ とを、 そう した こと を 、ど のよ うに 市長 部局で 最
終的に まと めて い た だける かと いう 、そ の市長 のお 考え を ち ょっと 伺
わ せ て いた だいて 、 よろし ゅう ござい ま しょう か。
○渡部 市長

こ こに 平成３ １年 度東 村山 市いじ め防 止等 のた めの基 本方

針、東 村山 市教 育委 員会、 もう 既に ある わけで ござ いま す。 端的に 言
うと、 表紙 をか える だけと いう わけ では ありま せん が、 ここ に東村 山
市、東 村山 市教 育委 員会、 そう いう 形に なって いく とい う 併 記の形 に、
あくま でも 実施 主体 として の 教 育委 員会 という のは 、市 長部 局のい わ
ゆる指 揮命 令系 統で はなく て、 皆様 方は 独立し た執 行機 関で ござい ま
す。 な ので 、こ の総 合教育 会議 の場 で一 応議論 をさ せて いた だいて 、
先ほど 申し 上げ たよ うに、 現場 をお 預か りいた だい てい るの は、あ く
までも 教育 委員 会 、 ただ市 長部 局も 、い じめ問 題に つい ては 主体性 を
もって その 未然 防止 、ある いは いじ めが 発生し た場 合の 解決 に向け て、
我々も 努力 をす ると いうこ とを 含め て方 針を定 めて いく とい うこと に
したい とい うふう に 考えて おり ますが 、 いかが でし ょうか 。
○ 當摩 委員

よく わ かりま した 。

○渡部 市長

中 身の 議論に つい ては 、今 後とい うこ とに した いと思 いま

すが、 一応 は年 間１ 回、 今 年度 は増 やさ せてい ただ いて ５回 、教育 委
員の皆 様は 、既 にも う我々 、自 分た ちで は 方針 を策 定を して いるん だ
からと いう とこ ろも あろう かと 思い ます けれど も、 一応 、総 合教育 会
議で市 長部 局並 びに 教育委 員会 、併 記で 方針を 定め たと いう 形をと ら
せてい ただ くた めに 、年間 、今 回は ５回 で、あ わせ て諸 課題 につい て
も議論 をさ せて いた だきた いと 考え てお ります ので 、よ ろし くお願 い
したい と思 います 。
そ れで は、 大変 恐縮で すが 、本 年度 は本日 、そ れか ら８ 月、１ ０月 、
１２月 、２ 月と 年間 ５回、 一応 、教 育委 員会が 開催 され る日 の開催 前
に、大 変恐 縮で すけ れども 、お 時間 をい ただい て、 議論 をさ せてい た
だけれ ばと いうふ う に考え てお ります 。
続 きま して 、今 年度ど うい った テー マ、 教 育 の 諸課 題に ついて 議論
を深め させ てい ただ くかと いう こと につ きまし て、 お時 間を いただ き
たいと 思い ます。
資 料１ の令 和元 年度東 村山 市総 合教 育会議 年間 スケ ジュ ール （ 案）
で、ス ケジ ュー ル表 の下の ほう に参 考で 示した 、平 成３ ０年 度の総 合
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教育会 議で の取 り組 み のと ころ で記 載さ れてお りま すよ うに 、昨年 度
は第３ 回の 会議 で学 校にお ける 働き 方改 革につ いて 、第 ４回 で共生 社
会の構 築に つい てと いうこ とに つい て、 お話を させ てい ただ きまし た。
今 年度 取り 扱う 教育の 諸課 題に つい ては、 事前 に教 育委 員の皆 様か
らご意 見を いた だい ており ます 。そ れが 資料２ の令 和元 年度 東村山 市
総合教 育会 議の 進め 方につ いて 意見 整理 に 、教 育の 諸課 題に ついて 、
提案一 覧で ござ いま す。こ こか ら少 し絞 らせて いた だい て、 今年度 第
５回の 話を させ てい ってい ただ けれ ばと 思いま す 。 まず はテ ーマを 絞
るに先 立ち まし て、 今年度 の主 要事 業に ついて 、ま ず教 育委 員の皆 様
にもご 認識 いた だい た上で 議論 を進 めさ せてい ただ いた ほう がよろ し
いかと 考え てお りま すので 、市 長部 局の ほうか ら、 今年 度 の 東村山 市
の教育 以外 にも わた る主要 事業 につ いて 、若干 お時 間を いた だいて 説
明をさ せて いただ き たいと 思い ますが 、 よろし いで しょう か 。
（
○渡部 市長

はい

）

そ れで は、若 干お 時間 をい ただい て、 平成 ３１ 年度と いう

か、令 和元 年度 の重 点施策 につ いて 、経 営政策 部の ほう から 説明を お
願いし たい と思い ま す。
○深野 行政 経営 課長

行政 経営 課、 深野 でござ いま す。 私の ほうか ら説

明申し 上げ ます 。お 手元の 資料 ３を ごら ん くだ さい 。 平 成３ １年度 と
なって ござ いま すが 、令和 元年 度の 重点 施策 と いう こと で、 各施策 を
まとめ てご ざいま す 。
下 のほ うに 表記 が ござ いま すが 、予 算編成 方針 、全 体の 方針と いた
しまし て、 第４ 次総 合計画 の最 終年 度を 見据え 、 将 来都 市像 の実現 を
目指す 予算 と位 置づ けまし て、 こち らの （１） 、（ ２） 、（ ３） で す、
ま ち の 価値 の向 上、 ひとの 活力 の向 上、 くらし の質 の向 上の 三つの 柱
を好循 環を 目指し ま して、 重点 施策を こ ちらで 行い ました 。
順 次、 施策 の ご 説明を 簡単 に 申し 上 げます 。
ま ず、 まち の価 値の向 上と して 、 都 市計画 道路 につ きま して、 皆さ
んご承 知か と思 いま すが、 ３・ ４・ ２７ 号線、 いわ ゆる 、さ くら 通 り
でござ いま すが 、本 年度の 夏ご ろを めど に、ス ポー ツセ ンタ ーの先 か
ら秋津 の手 前ま で開 通する 見込 みと なっ ており ます ので 、こ れをも っ
て沿道 のに ぎわ い創 出など が期 待で きる ほか、 アク セス が良 好 にな る
かとい うこ とで整 備 を 推進 して ござい ま す。
そ れと あわ せま して、 ３ペ ージ の上 段にな りま すが 、東 村山駅 周辺
のまち づく りと いた しまし て、 連続 立体 交差事 業と あわ せて 、これ を
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取り巻 く都 市計 画道 路 や、 都 が 施行 して いる都 市計 画道 路 と あわせ て
ネット ワー クの 整備 を進め 、駅 周辺 のに ぎわい や利 便性 の向 上など を
目指し てま いりた い という ふう に考え て ござい ます 。
下 段に 移り まし て、市 の主 要計 画 ・ 構想 の 策定 と推 進に なりま す。
昨年度 より 、市 の最 上位計 画で ござ いま す総合 計画 の策 定に 取りか か
ってご ざい ます 。そ の他、 こち らに 表記 が ござ いま す 市 の大 きな計 画
につき まし て、あ わ せて 策 定を 進めて ご ざいま す。
こ ちら 、 本 年度 は市民 参加 を主 体に 策定作 業を 本格 化し てまい りま
して、 既に ポス ター やホー ムペ ージ 、市 報等で ご案 内し てお ります と
おり、 ５月 １８ 日に は中央 公民 館で 市民 の方向 けに 識者 の方 をお呼 び
し て 、 市長 がコ ーデ ィネー ター とな って 、広く これ から の将 来環境 の
予測な どを 踏ま え て 、計画 策定 を進 めて まいり たい と い う趣 旨の 説 明
会を予 定し てご ざい ますの で、 また 順次 、市民 参加 の 施 策に つきま し
て は 、 ご案 内 して ま いりた いと 考えて ご ざいま す。
続 きま して 、 ４ ページ にな りま す。 ひと の 活力 の向 上と いたし まし
て 、「 子育 てす るな ら東村 山」 の推 進と 掲げて ござ いま す。 本市 児 童
クラブ 、認 定こ ども 園 、公 立保 育園 の民 間移管 等を 推進 して ござい ま
す。特 に 、 児童 クラ ブの整 備に つき まし ては、 この 間、 教育 委員会 、
学校長 には 特段 のご 配慮を いた だき まし て、現 在、 定員 規模 を大き く
超えて おり ます 育成 室 、児 童ク ラブ につ きまし て 拡 充を 検討 してご ざ
います が、 小学 校の 既存の 教室 を有 効活 用させ てい ただ いて 、 令和 ２
年 度の 運用 を目指 し て現在 整備 を進め て いると ころ でござ い ます。
続 きま して 、 ５ ページ の 上 段に なり ます、 学習 環境 の充 実と 生 きる
力の育 成と いた しま して、 これ まで 普通 教室や 特別 教室 につ きまし て
は 、一 定空 調の 整備 を進め てま いり まし たが、 屋内 運動 場に つきま し
ては、 まだ 未整 備と いう状 況に なっ てご ざいま して 、ま ず、 中学校 の
屋内運 動場 につ きま して、 空調 を設 置し た場合 の効 果や 設置 方法 な ど
現実的 なこ とを 考え まして 、 調 査を 実施 すると いう こと を、 今年度 の
課題と して ござい ま す。
ま た、 本年 度は 、その 下の 段に ござ います 、３ 年に １度 のイベ ント
となっ てお ります 、 八国山 芸術 祭 の開 催 が予定 され てござ い ます。
下 段に 移り まし て、 人 権の 森構 想の 推進に なり ます 。令 和元年 度は 、
国立療 養所 多摩 全生 園の 開 園１ １０ 周年 という 記念 すべ き 年 になり ま
す。こ のた め、 啓発 事業等 、 従 来行 って いるも のに 加え て企 画さ せ て
いただ くこ とで 、 さ らなる 人権 の森 構想 の 推進 を図 って まい りたい と
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いうふ うに 考えて ご ざいま す。
次 、 ６ ペー ジに 移らせ てい ただ きま す。上 段に なり ます が、現 在、
社会福 祉セ ンタ ーの 改修工 事 等 を進 めて まいり まし て、 これ からリ ニ
ューア ルを 迎え るこ ととな りま す。 これ は人生 １０ ０年 時代 を迎え ま
して、 健康 寿命 の延 伸と 就 労 の 促進 とい った複 合的 な多 様な 支援を 展
開して いく こと で、 人とつ なが り、 地域 に根 差 した 集い の場 として 、
今年度 中か ら順 次 下 記の点 に基 づ い た事 業を展 開し てい って 、来年 度
にはさ まざ まなサ ー ビスが 展開 される 予 定とな って ござい ま す。
下 段に 移り まし て、生 活困 窮者 世帯 及び被 保護 世帯 の学 習支援 とし
て、こ れま で市 民セ ンター で中 学生 、高 校生の 居場 所支 援と いうこ と
で事業 を推 進し てま いった わけ です けれ ども、 文章 の中 ほど にござ い
ま す 、 訪問 型の 学習 支援と いう こと で、 なかな かい ろん な状 況で学 校
に通学 でき ない お子 さんた ち の 状況 も踏 まえて 、 ア ウト リー チ 型の 支
援を展 開し てまい り たいと いう ふうに 考 えてご ざい ます。
７ ペー ジ に 移り まして 、 こ ちら は昨 年度の 総合 教 育 会議 でも議 題と
して取 り上 げて いた だきま した 働き 方改 革とい うこ とで 、市 長部局 、
教育委 員会 を含 め て 、 この ペー ジに 記載 をして ござ いま す 。 まず上 か
ら、自 治体 クラ ウド という こと で、 市の 基幹的 なシ ステ ムで ござい ま
す、税 や住 民の 異動 情報を 取り 扱う シス テムを 、 大 きく ここ にござ い
ますと おり 、小 平市 、東久 留米 市、 当市 共通し て利 用し よう という こ
とで、 二、 三年 程度 をかけ て準 備を 進め る つも りの もの とな ってお り
ますが 。本 年度 につ きまし ては 、業 務標 準化な どを 目指 して 、改め て
現在、 業務 の内容 の 見直し など を進め て いると ころ でござ い ます。
次 、 Ａ Ｉ－ ＯＣ Ｒ・ Ｒ ＰＡ の導 入で ござい ます 。 課 税課 の 一部 でご
ざいま すけ れど も、 現在、 多く の税 情報 の 異動 の情 報な ど、 個人の 方
のもの から 紙の 申請 書を 大 量に 受け 取っ て、そ れを デー タ に して 処 理
をする とい う作 業を 職員が 手作 業で 行っ ており ます が、 これ をデー タ
の手打 ちか ら自 動で データ を読 み込 みま して、 それ を先 ほど 申し上 げ
ま し た 基幹 的な シス テムで ござ いま す住 民情報 シス テム に組 み込ん で
いくと いう こと を、 可能な 限り 職員 の手 から離 れる と い った ような こ
とを検 討し てご ざい まして 、作 業が 集中 します 年明 けか ら ５ 月、 ６ 月
の職 員 の作 業負 担を 軽減す る目 的で 、 事 業を推 進す るも ので ござい ま
す。
３ 番目 、 成 績処 理支援 シス テム でご ざいま すが 、 昨 年度 、 総合 教育
会議で ご議 論い ただ きまし た、 都教 育委 員会、 市教 育委 員会 の 調査 な
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どを踏 まえ まし て、 子供た ちの 学び を支 える 教 員の 方の 心身 の健康 に
やはり 影響 があ ると いうこ とで 、 市 全体 として 教育 活動 の質 を向上 さ
せたい とい うこ とで 、これ まで エク セル である とか 、紙 であ るとか 、
いろん なも のを 使っ て 成績 処理 を し てい たわけ でご ざい ます けれど も、
デ ー タ を一 元化 する ことで 、帳 票の 出力 まで効 率化 を図 りた いとい う
ことで 、 今 年度 中に つきま して は、 シス テムの 構築 、準 備を してい る
ところ でご ざい まし て、来 年度 運用 開始 に向け て事 業を 推進 してま い
りたい とい うふう に 考えて ござ います 。
最 後の 課題 につ きまし ては 、市 全体 として 、こ こ数 年 、 継続 し てお
り ま す オフ ィス 改革 を進め てま いり たい という ふう に考 えて おりま す 。
次 ペー ジ は 、 く らしの 質の 向上 とな ってお りま す。 いよ いよ で すが
東 京２ ０２ ０ オ リン ピック ・パ ラリ ンピ ック 競 技大 会 が 迫っ てまい り
まして 、 そ の 気 運醸 成とし て 下 記の 事業 を展開 して いき たい と考え て
おりま す。
本 市 に つき まし て は 、 中国 の ホ スト タウン にな って おり ますの で、
中 国の 事前 キャ ンプ の開催 につ きま して 覚書を 締結 させ てい ただき ま
したこ とか ら、 スポ ーツ交 流を 進め てま いりた いと 考え て ご ざいま す。
そ の他 、 気 運醸 成の取 り組 みを 進め ていく とと もに 、一 番下段 にご
ざいま す、 市ス ポー ツセン ター の、 これ まで空 調設 置し てき ていな い
第２体 育室 にも 空調 設備を 進め るこ とで 、より 快適 なス ポー ツ環境 を
整えた いと いうふ う に考え てご ざいま す 。
右 のペ ージ に移 りまし て、 上段 にな ります 。こ ちら も 先 ほど と 同様
に、 中 国と のつ なが りとい うこ とで 、当 市にも 在日 中国 人の 方 が 多 く
いらっ しゃ いま して 、ＳＮ Ｓを 活用 しま して、 市の 観光 資源 、情報 等
を積極 的に 提供 して 、より 一層 の国 際交 流を図 って まい りた いとい う
ふうに 考え てござ い ます。
下 段に つき まし て、安 全・ 安心 の対 策とい うこ と で 掲げ てござ いま
す。特 に交 通事 故対 策とし て、 私道 への カーブ ミラ ー 等 の設 置補助 を
開始す るほ か 、 災害 救助の 対策 強化 とし て、緊 急医 療救 護所 である 多
摩北部 医療 セン ター 、緑風 荘、 新山 手病 院に医 療救 護用 備品 を配備 い
たしま して 、屋 外で の 活動 につ きま して 必要な もの を設 置し て、訓 練
等に活 用し てまい り たいと いう ふうに 考 えてご ざい ます 。
そ の他 、最 下段 になり ます が、 市の 中で溢 水が 発生 して おりま す前
川につ きま して 、特 に対策 を 進 める とい うこと で、 事業 費を 計上し て
ござい ます 。
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こ れら を踏 まえ まして 、引 き続 き、 安全・ 安心 な暮 らし の実現 に取
り組ん でま いりた い という ふう に考え て ござい ます 。
以 上、 雑駁 では ござい ます が、 今年 度の重 点施 策と して 、私の ほう
からご 説明 を申し 上 げまし た。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。ご 参考ま でに 、令 和元 年度の 東村

山市、 教育 委員 会も 含めて の重 点施 策に ついて ご説 明を させ ていた だ
きまし た。 これ につ いて何 かご 質問 、ご 意見等 あれ ば 、 お受 けした い
と思い ます が、い か がでし ょう か。よ ろ しいで すか 。
一 応 、 昨年 度、 この総 合教 育会 議の 場で、 先生 方の 働き 方改革 につ
いて議 論 を して いた だいた とこ ろで ござ います が、 その 中で 、 成績 処
理支援 シス テム の導 入をす るこ とで 、先 生方の いわ ゆる 事務 負担軽 減
を図っ て、 より 子供 たちに 直接 向き 合う 時間を つく って いた だくと い
うこと で予 算づけ を させて いた だ いて お ります 。
そ のほ か、 先生 方の働 き方 改革 につ いても 、今 後進 めら れれば なと
いうふ うに は考え て いると ころ でござ い ます。
ま た 、 主要 施策 には入 って おり ませ んが、 実は 、学 校施 設がや はり
老朽化 して おり まし て、久 米川 小学 校で 窓ガラ スが 落下 をし ました 。
幸いに 、子 供た ちが 付近に いた わけ では なかっ たの で、 事故 、けが 等
はなか った んで すけ れども 、ま かり 間違 えると 重大 な事 故に なるこ と
か ら 、 今年 度、 久米 川小学 校以 外の 全小 中学校 の学 校施 設の 窓枠等 の
安全点 検を 行っ て、 問題が あれ ば是 正を すると いう 予算 措置 もと ら せ
ていた だい たとこ ろ でござ いま す。
そ のほ か、 昨年 度から 引き 続き 、ブ ロック 塀の 改修 の工 事が、 まだ
全部終 わり 切れ てお りませ んの で、 そち らにつ いて も順 次進 めさせ て
いただ いて 、ま ずは 子供た ちの 安全 ・安 心の確 保と いう こと を重点 に 、
予算組 みを させて い ただい たと ころで ご ざいま す。
中 国 関 係は 、當 摩委員 は留 学生 のホ ームス テイ をし てい ただい て、
大変ご 苦労 をお かけ してい るわ けで すけ ど、何 かご ざい ませ んでし ょ
うか。
○當摩 委員

本 当に 市長 部 局の 皆様 と 私 、何か これ まで の教 育委員 会 を

つなぐ 、 か け橋 をさ せてい ただ けて いる のかな とい う気 持ち を持っ て
おりま して 、と いい ますの も、 思い つき みたい にぱ っと 言っ てしま っ
ても、 なか なか 市長 も うま くは いか ない ことも ござ いま して 、でも 、
それを 先ほ ど、 ロー リング とい う言 葉を おっし ゃっ てい ただ きまし た
けれど も、 何を 現状 にあわ せて ロー リン グして いけ ばい いの かなと い
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うこと を、 ホス トフ ァミリ ーと して 一緒 に生活 をし なが ら考 える中 で、
ちょっ とう れしい ご 報告を させ ていた だ いてよ ろし いです か 。
実 は、 私の ほう で預か って いる 陶詩 函 さん は、 蘇州 ご出 身なん です 。
なぜ蘇 州か と言 うと 、蘇州 と東 村山 が友 好都市 だと いう こと で、で き
れば蘇 州の 子が いい ねとい うこ とで 来て もらっ たわ けな んで すけど も。
この１ ０連 休の 中、 彼女は ９連 休だ った んです けど も、 おか げさま で
「私の 蘇州 」と いう プレゼ ンを 、と りあ えず第 一弾 つく りま した。 こ
れは、 私も ちょ うど １２年 前に なる んで すけど も、 彩香 実験 小学校 と
化成小 学校 の姉 妹校 提携の とき に蘇 州を 訪れさ せて いた だき まして 。
ふ と 、 でも 考え てみ ますと 、そ うし て姉 妹校関 係で ある 子供 たちも 、
蘇州っ てど んな とこ ろかっ てわ から ない んです 。こ れを 、市 長がよ く 、
レガシ ーと して 残し て、彼 女に いっ ても らえば 、蘇 州っ てこ んなと こ
ろだよ とい う情 報を 、子供 たち が等 しく 手に入 る。 また 、こ れは大 人
が見て もい いも ので あって 、 で すか ら、 ホスト タウ ンと して の、中 国
のホス トタ ウン とし ての東 村山 とい うこ とを頭 で考 える より か、今 何
ができ るか 、こ んな こと も でき ると 、 現 在進行 形で やっ てい くのが い
いのか なと いうよ う な形で すの で。
そ れと 、こ れも うれし い話 ござ いま して、 彼女 は７ 月１ ６日に 、帰
国は１ ９日 なん です が、我 が家 を離 れる んです が 、 最後 の週 の最後 の
期末テ スト は 受 けず に、市 外の 学校 に彼 女のプ レゼ ンを もっ て、 や っ
てもら える とい うこ との少 し段 取り がで きまし たの で、 やは り彼女 を
蘇州か ら呼 んだこ と に、成 果は こうし て 残した いと 思いま す し。
そ れか ら、 ちょ っと質 問さ せて いた だいて よろ しい でし ょうか 。こ
れ例え ば、 オリ ンピ ック・ パラ リン ピッ クで予 算が いろ いろ つく と 思
います が、 その 後に 醸熟 さ せて いく ため には、 市長 とし てど んなお 考
えがあ るの かと いう ことを 伺わ せて いた だいて もよ ろし ゅう ござい ま
しょう か。
○渡部 市長

や っぱ り、オ リン ピッ ク・ パラリ ンピ ック で一 過性で 終わ

らせて はな らな いと いうこ とで 、オ リン ピック 精神 に 根 差し て 、い ろ
いろな レガ シー を、 当市の 特性 に合 わせ て残し てい くこ とが 大事だ ろ
うと思 って います 。
一 つは 、や はり 今おっ しゃ って いた だいた 国際 的な 理解 、それ から
特に当 市の 場合 は中 国のホ スト タウ ンと いうこ とも あり ます し、こ れ
まで蘇 州市 との 友好 交流の 歴史 もあ りま すこと から 、で きれ ばオリ ン
ピック 後も 各小 中学 校での 国際 理解 教育 、それ から 蘇州 市と の子供 た
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ち、東 村山 の子 供た ちとの 交流 事業 につ いては 、何 らか の形 で、で き
れば継 続を させた い と思い ます 。
そ れか ら、 スポ ーツ行 政に つい ては 、昨年 度か ら市 長部 局に移 管さ
せてい ただ いた とこ ろでご ざい ます けれ ども、 やは りこ れま で教育 委
員会の ほう で長 年の 歴史が あり ます ので 、これ から ます ます 高齢化 す
る中で 市民 の皆 さん の健康 維持 増進 とい うこと を主 眼に 置き 、かつ ス
ポーツ を通 じて 自己 実現を 図り 、か つい ろんな 方と のつ なが りをつ く
ってい ただ くと いう 意味で 、ス ポー ツの 果たす 役割 とい うの も結構 大
きいも のが ある と思 って い ます ので 、ス ポーツ 都市 を宣 言し た時代 と
は、ま た時 代背 景が かなり さま 変わ り し て いま すけ れど も、 さらに オ
リンピ ック を契 機に 市民ス ポ ー ツの 充実 、底上 げ 、 それ から 、特に 子
供たち の 二 極化 とい うこと がよ く言 われ て、ス ポー ツを 非常 に熱心 に
取り組 む子 と体 力が 非常に 低下 して いる お子さ んが いら っし ゃると い
うこと もよ く聞 きま すので 、こ れも 教育 委員会 と連 携し なが ら、や は
り子供 のと きか ら運 動嫌い 、ス ポー ツ嫌 いにな らな いよ うに 、生涯 や
はり１ ００ 年時 代を 元気に 過ご せる 体力 を 、子 供の とき から 養って も
らうよ うな こと がで きれば いい のか なと 、そん なふ うに は思 ってお り
ます。
以 上で ござい ま す。
特 に重 点施 策の ほうで なけ れば 、こ れを踏 まえ まし て、 本年度 この
総合教 育会 議の 場で どんな 議論 をし てい ったら いい かと いう ことに つ
いて、 一応 、今 回い じめ問 題の ほう があ るので １回 とい うこ とにさ せ
て、テ ーマ につ いて は一つ とい うふ うに させて いた だい ては います が、
いじめ 防止 等の ため の基本 的な 方針 が策 定でき れば 、ま たそ のほか の
テーマ につ いて も議 論をさ せて いた だき たいと いう ふう に思 ってお り
ます。
そ れで は、 事前 に提案 をい ただ いて おりま すの で、 各委 員の皆 さん
から、 ちょ っと ご説 明をし てい ただ けれ ばとい うふ うに 考え ており ま
す。
ま た當 摩委員 か ら お願 いし ます。
○當摩 委員

私 が提 案させ てい ただ きま したの は、 東村 山市 内にあ りま

す文化 財を 活用 した まちづ くり とい うこ とで 、 これ は市 長が よくお っ
しゃっ てく ださ って いる言 葉で 、ふ るさ と 東村 山と いう 、子 供たち に
もそう した 思い を持 っても らい たい と。 そのと きに 、 ふ るさ とって 何
かなと 考え たと きに 、いろ んな 形で いろ んな考 えが 出て く る かもし れ
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ないん です が、 私、 いろい ろな とこ ろ に 転勤等 して 住み まし た け れ ど
も、必 ずや るこ とは 、その まち に行 って 住んだ とき に、 地域 の中に あ
る博物 館で すと か、 美術館 です とか 必ず 行って 、そ れが やは り住み や
すいま ち と か、 暮ら しやす いま ちと か 言 いまし ても 、や はり 私、考 え
ま し た ね、 文化 を大 切に で きな いま ちと いうの は、 まち とし ての発 展
がない と思 って。
そ うし た中 で、 東村山 には 、幸 いな ことに さま ざま なも の、私 にと
りまし ては 、全 生園 という もの も一 つ、 言葉は ちょ っと 適切 かどう か
わかり ませ んけ れど も、文 化財 とい う捉 え方を させ てい ただ いてお り
ます。 です から 、そ うした もの をあ わせ 持った 中で 、ど んな こと が 今
現 在課 題と して あっ たり、 それ から それ を特に 子供 たち の成 長だけ で
はなく て、 生涯 学習 に結び つけ て、 豊か な自分 たち の生 活環 境をつ く
るとき に、 文化 を生 かした 生活 とい うの を。そ んな にお 金は かから な
いと思 いま すの で、 大切に して いっ てく れたら と思 いま して 、この 点
をさせ てい ただき ま した。
以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

それ で は、引 き続 きまし て 、小関 委員 お願い し ます。

○小関 委員

次 の黒 丸三つ につ いて 、簡 単にお 話し させ てい ただき ます 。

それぞ れち ょっ とし たタイ トル の下 に説 明を入 れて あり ます ので、 そ
れ を ご 覧い ただけ れ ばと思 いま す。
学 校と 地域 社会 との連 携・ 協働 とい うこと は、 非常 に雑 駁な言 葉な
ん で す けど 、キ ーワ ードは 参画 かな とい うふう に思 いま す。 双方向 で
という 地域 の声 を大 切にし て、 地域 の力 を学校 教育 に生 かし ていく と
いうよ うな こと を。 その中 で地 域や 家庭 が教育 力の 向上 がで きれば い
いなと いう よう なこ とで、 そこ に書 きま した。 取り 組み の現 状や課 題
の整理 とい うこと も 、一つ の視 点にし て います 。
三 つ目 です 、こ のプリ ント で言 えば 三つ目 の黒 丸で すけ れども 、先
ほど健 康寿 命の 延伸 なんて いう お話 があ りまし たけ れど 、元 気なま ち
という こと で言 えば 、やは り体 力の 向上 、それ から 健康 づく り、運 動
能力の 向上 とい うこ とが欠 かせ ない ので はない か。 先ほ ど市 長から ス
ポーツ の二 極化 とい うお話 もあ りま した けれど 、子 供た ちの 現状、 そ
れから 子供 だけ では なくて 大人 も考 えて いかな くて はい けな いし、 障
害者ス ポー ツの 振興 という よう なこ とも 、全て 総合 的に そう した体 力
づくり をも う一 回見 直す必 要が ある んじ ゃない かな とい うふ うに思 い
ました 。
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１ ３ 町 の体 力づ くりな ども 、私 が現 場にい ると きに は、 本当に 活発
で、学 校に もさ まざ まな形 で寄 与し てい ただき まし たけ れど 、 最近 、
そのあ たり もち ょっ と低迷 とい うと 言葉 きつい かな 、で も少 し昔ほ ど
ではな いか なと いう ような こと で、 こ の 体力づ くり につ いて 視点を 当
てる必 要が あるん じ ゃない かな と思い ま す。
大 綱に も、 生涯 にわた る文 化・ スポ ーツ活 動の 充実 とい うこと を挙
げてい るの で、 今回 こうし たこ とも 視点 として 入れ たら いい かなと い
うふう に思 いまし た 。
そ れか ら、 その 次のペ ージ の黒 丸で すけれ ども 、こ れは 図書館 、公
民 館、 ふる さと 歴史 館等 と いう こと で、 先ほど 文化 財の お話 もあり ま
したけ ど、 その あた り、も う一 度果 たす 役割や 、さ らな る充 実とい う
視点が 持て ない かな という こと です 。そ して、 やは り市 民の 学びの 場
として の公 民館 、そ れから コミ ュニ ティ の場と し て の公 民館 、図書 館
という よう なこ との 取り組 み、 再確 認し たいな とい うこ とで す。そ し
て、で きる 限り 、先 ほども 参画 がキ ーワ ードと 言い まし たけ れど、 多
くのさ まざ まな 年齢 層の市 民が 集え る空 間とし ての 充実 とい うのを 考
えてい きた い。
そ れか ら、 図書 館 、 ふ るさ と歴 史館 は学校 との 連携 も今 やって いる
ところ なん です けど 、さら なる 充実 も図 れるだ ろう し、 公民 館と学 校
という のは どうだ ろ うかと いう ような こ とも考 えま した。
も う一 つ、 そこ に シチ ズン シッ プの 視野 と いう こと も入 ってい ます
けれど 、成 年年 齢の 引き下 げと いう こと もあり ます の で 、子 供たち の
さまざ まな 社会参 画 も考え てい きたい と いうと ころ です。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい まし た。 続きま して 、佐 々木 委員 お 願い

いたし ます 。
○佐々 木委 員

私は 、災害 時に おけ る市 内小中 学校 の各 校の 取り組 みに

ついて 書か せて いた だきま した 。３ ．１ １の経 験を 通し て 、 さまざ ま
な対策 がそ れぞ れ変 わって きた かな とは 思うん です け れ ども 、何年 か
経過し てき て、 実際 に今、 市内 各校 で取 り組ん でい るこ とを 、改め て
確認す ると いう こと と 、あ と地 域で の取 り組み につ いて も学 ぶこと が
必 要か なと 思い、 ご 提案さ せて いた だ き ました 。
以 上で す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。 最 後に、 櫻井 委員 お 願 いしま す。

○櫻井 委員

今 回の 重点施 策に もあ りま すけど も、 「 子 育て するな ら 東
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村 山」 とい う、 児童 クラブ 等 も 先ほ ど説 明があ りま した けど も。今 ま
で本市 の教 育行 政で 大事に して きた こと という のを 振り 返っ てみる と、
例 え ば 全生 園か ら 学 んでき たこ と だ とか 、命と 心の 教育 を継 続して き
たこと だと か、 あと は 多文 化共 生に つい て取り 組ん でき たこ とだと か、
あ と は 特別 支援 教室 って 書 いて あり ます けど、 特別 支援 教育 につい て
の力を 入れ てき たこ とだと か 。 今ま で 、 どちら かと いう と対 策とし て
一つ一 つに 真摯 に向 き合い なが ら充 実し てきた こと を、 東村 山の文 化
として 定着 させ てい く 、こ れら を統 合 さ せてい く、 異な った 施策と い
うもの を一 本化 して まとめ て、 例え ば本 市が大 事に して いる ことと い
うこと で、 「子 育て するな ら東 村山 」と つなげ なが らア ピー ルして い
くよう な。 それ の結 果で 、 市民 とか 子供 たちの 耳に 自然 とそ ういう の
が入っ てい くよ うな 定着、 文化 、こ んな ことを まと めて 考え ていく 時
期に来 てい る の では ないか なと 思い まし て、以 上、 提言 させ ていた だ
きまし た。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ま す 。そ れぞれ ご提 案い ただ いたテ ーマ

選定に つい ては 、ど れも興 味深 いも ので すが 。 先ほ ども お話 しさせ て
いただ いた よう に、 今年度 につ きま して は、と りあ えず 一つ ぐらい か
な と。 場合 によ って は二つ 程度 まで 時間 がとれ れば とい うこ となん で
すが、 ちょ っと 絞ら せてい ただ いて 、よ りよい 議論 をし たい と思う ん
で す が 、委 員の 皆さ んのほ うか らご 意見 があれ ば、 お受 けさ せてい た
だきた いと 思いま す けど。 教育 長、と り あえず いか がです か ね。
○ 村木 教育 長

４人 の委員 の皆 さん がお っしゃ った こと は、 本当に どれ

も東村 山に とっ て大 切なこ とだ なと 思い ながら 、 今 お話 を伺 いまし た。
そうい った 中で も、 私がこ れか ら意 識し ていか なけ れば いけ ないな と
思って いる こと は、 子供た ちが 小中 学校 の教育 活動 を通 して 学んだ こ
とが、 社会 の一 員と して地 域の 中で どう やって 力を 発揮 して いるの か 、
あるい は社 会貢 献と いうん でし ょう か、 そうい った とこ ろで 子供た ち
が本当 に成 長し てい るのか どう かと いう のをし っか りと 見 極 めて い き
たいな と思 ってい ま す。
本 市に おい ても 、第５ 次の 総合 計画 を策定 し始 めて いる ところ なん
ですけ れど も、 やは りどん な時 代に なっ ても、 いわ ゆる 持続 可能な 社
会の担 い手 づく り、 この こ とを 意識 しな がら教 育活 動を 評価 してい か
なきゃ いけ ないん だ ろうな と思 ってい ま す。
そ の中 の具 体的 な一つ とし て、 全生 園、先 ほど 當摩 委員 からも ちょ
っとお 話が あり まし たけれ ども 、１ １０ 周年を 迎え る時 期に なって お
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ります 。こ れは 非常 に困難 な時 期も あっ たと思 いま すけ れど も、そ う
いった 時期 を乗 り越 えて、 市民 が本 当に 全生園 をし っか りと 受け入 れ、
地域の 学習 材と して 小中学 校で 活用 させ ていた だい てい る。 これは 学
習材 と 今申 し上 げま したの は、 子供 が学 習する だけ では なく て、私 た
ち大人 も 、 やは り学 習をし てい かな けれ ばいけ ない 、そ うい った大 切
な役割 を全 生園 の、 この１ １０ 周年 の 記 念 の中 に意 味を 見出 したい ん
だと思 って います 。
そ うい った 意味 では、 教育 委員 会の 第一の 目標 に掲 げて いる、 人権
教育や 道徳 教育 の充 実、こ こに もつ なが ってき ます ので 、で きれば 人
権教育 、先 ほど 、い じめ防 止に つい ての 基本方 針に つい ても スケジ ュ
ールが 組ま れま した けれど も、 その 具体 的な取 り組 みの 一つ として 考
えてい けれ ばなと い うふう に思 ってお り ます。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。い かがで しょ う。 教育 長のほ うか

ら、人 権教 育を 主眼 にして 、 今 年は 全生 園の開 園１ １０ 周年 という こ
ともあ るの で、 櫻井 委員か らの 提言 があ った内 容と かな り 重 なる 部 分
も教育 長の ほう から お話し いた だい たん ですけ ど。 ほか にど うでし ょ
うか、 當摩 委員 いか がでし ょう 。當 摩委 員 も、 文化 財と いう ことで 、
全生園 もそ こに 含 ん で考え るべ きだ とい うこと だっ たん で、 そうい う
意味で は、 櫻井 委員 、當摩 委員 、教 育長 と全生 園に つい て、 少しこ の
場で取 り上 げて 、そ れが教 育現 場で どの ように 生か され て、 人権に つ
いての 意識 を高 め、 それが 結果 とし てい じめの 防止 だと か、 あるい は
虐待の 防止 に、 東村 山全体 につ なが って いくよ うな こと があ れば、 な
おすば らし いこ とに なるの かな と い うふ うに 思 って おり ます けれど も。
そ んな こと で、 今年 の 議論 と し ては 、そん なこ とも いい かなと 思っ
たんで すが 。いか が でしょ うか 、小関 委 員 。
○小関 委員

人 権教 育は２ ９年 度、 一応 、総合 教育 会議 で話 をして いる

んです けれ ども 、そ れにあ わせ てま た新 たな視 点で とい うこ とで、 み
んなで 協議 してい く という のは 、いい か なとい うふ うに思 い ます。
○渡部市長

あと、佐々木委員さんの提案されているお話も、実は、

我々市 長部 局に とっ ては、 非常 に ビ ビッ トな話 で。 東日 本 大 震災以 降、
こうし た取 り組 みを 教育委 員会 のご 協力 をいた だき なが ら、 各学校 で
避難所 運営 連絡 会も 立ち上 げて 進め てき ており ます ので 、若 干時間 が
あれば 、ま たち ょっ と災害 時に おけ る各 小中学 校の 取り 組み 、これ は
教育委 員会 はも ちろ んなの です が、 市長 部局、 あと 地域 との 関連と い
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うこと で 、 切り 口 と して は 災害 とい うこ とにな るん です が、 やはり 小
関委員 さん から お話 ありま した 、学 校と 地域社 会と の連 携に も多少 か
かわっ てく る部 分も あろう かな と思 いま すので 、も し時 間が とれれ ば、
ちょっ と災 害の 関係 につい ても 、ち ょっ と議題 に上 げさ せて いただ き
たいな とい うふう に 思って おり ます。
そ うい うこ とで 、では ２９ 年度 に人 権教育 につ いて は一 応やっ てお
ります けれ ども 、櫻 井委員 の提 案を ベー スとし なが ら、 今年 度これ ま
で当市 が取 り組 んで きたと いう こと を、 昨年の 共生 社会 に引 き続い て、
特に全 生園 から 学ん できた こと につ いて 、どう いう ふう に具 現化さ れ
ている かと いう こと につい て、 また お話 をした いと いう ふう に思っ て
おりま す。
全 生園 の入 所者 自治会 の 平 沢 会 長か らも、 いつ も会 うた びに人 権教
育をも っと 推進 しな さいと いう こと は、 私も直 接言 われ てお ります の
で、グ ッド タイ ミ ン グかな とい うふ うに は思い ます 。さ らに は、多 文
化共生 や特 別支 援教 育の内 容に つい ても 、ちょ っと 触れ られ ればと い
うふう に考 えて おり ます 令 和元 年度 につ きまし ては 、そ うい う形で こ
れまで の取 り組 みに ついて 一度 整理 をし ながら 、今 後の 展望 を考え て
いくよ うな こと をし たいと いう ふう に思 います ので 、よ ろし くお願 い
します 。
そ れで は、 その ほかご 意見 がな けれ ば、今 回、 今年 度に つきま して
は５回 とい うこ とで 、いじ めに つい て議 会から の提 言に 基づ いて、 一
応この 総合 教育 会議 の場で 教育 委員 会の 皆様と 市長 部局 とで すり合 わ
せをし 、市 長部 局と して 、 いじ め防 止に ついて どう いう 役割 を果た し
ていく かと いう こと を方針 の中 にも 書き 込ませ てい ただ くよ うな内 容
で、 つ くり 込みを さ せてい ただ きたい と 考えて おり ます。
あ わせ て、 今年 度 の諸 課題 につ いて は、全 生園 が１ １０ 周年と いう
ことも あり ます こと から、 これ まで 全生 園から 学ん でき たこ と 、 そ れ
か ら、 これ から 、さ らには 多文 化共 生や 特別支 援教 育に つい てどの よ
うな取 り組 みを し、 さらに 今後 どの よう に発展 、展 開を して いくか と
いうこ とに ついて 議 論をさ せて いただ き たいと 思い ます。
ま た、 時間 がと れれば 、災 害時 の小 中学校 の取 り組 みに ついて も議
題とし て 上 げさ せて いただ く、 こん なス ケジュ ール で年 間５ 回、ま た
お時間 をと って いた だくこ とに なり ます けれど も、 よろ しく お願い し
たいと 思い ます。
以 上 で ありま す が 、皆 様方 のほう か ら何か あり ますか 。
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櫻井委 員 。
○櫻井 委員

今 、市 長 のほ うで まと めら れたこ とに つい ては 、全く 異論

があり ませ んの で、 今年 お 世話 にな りた いと思 いま すの で、 よろし く
お願い しま す 。
あ わせ て、 私、 意見の 中で 、実 効性 を高め る、 この 会 議 がこれ だけ
の市の いわ ゆる 市長 部局、 教育 委員 会の 幹部の 方々 、ま たも ちろん 市
長さん が招 集を され ている 大き い会 議な わけで すか ら、 これ はやっ ぱ
りある 程度 実効 性と いうも のが ポイ ント になっ てく るん だろ うなと い
うふう に感 じて いま した。 そう いう こと を、今 回も 書か せて いただ い
たんで すが 、先 ほど 、 市長 さん から も働 き方改 革で すと か、 この辺 に
ついて 成績 処理 支援 システ ムの 導入 など 、ここ での 会議 の話 題と重 な
る施策 を具 現化 され ている とい うこ とを 伺い、 とて もあ りが たく思 い
ました 。
今 回で 言い ます と、も ちろ ん全 生園 のこと もそ うだ と思 うんで すけ
ど、や っぱ りい じめ 防止等 のた めの 基本 的な方 針に つい て、 これだ け
時間を かけ よう とい うこと で、 先ほ ど方 針が出 たわ けで すけ ども 、 こ
れをど うい うふ うに 考えて いく かな とい うのが 、一 つ大 きな ポイン ト
だろう なと いう こと で、ち ょっ と私 なり にいろ いろ 考え てき て、ま だ
自分で 整理 でき てな いんで すけ れど も 、 市全体 とし て、 やは り温か な
まちづ くり をし てい くんだ 、学 校教 育は 、もち ろん い じ めと いうキ ー
ワード だけ でい うと 、どう して も学 校教 育とい うイ メー ジが 強いで す
けども 、市 民全 体で まちを 守っ てい くん だ、ま たは 子育 てを して い る
保護者 も、 もち ろん 被虐待 児を 出さ ない という 意味 でも そう いうの も
あるで しょ うし 、ま たは市 民全 体の 運動 という と言 い過 ぎか もしれ ま
せんけ ども 、や っぱ り子育 てす るな ら東 村山の 延長 上の よう な、何 か
そうい うふ うな 機運 も市の 行政 全体 でや ってい くん だみ たい な、何 か
そんな 方向 へだ んだ んもっ てい ける よう な 、多 分一 番の 核に なるの は
教育委 員会 だと は思 うんで すけ ども 、そ れをこ この 場で 確認 をし合 っ
ていく んだ 、何 かそ んな形 に 、 何か そん なふう な意 味合 いに 、会議 の
内容が もっ てい かれ るとい いの かな と思 いまし て、 お願 いと いうこ と
で話を させ ていた だ きまし た。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。い じめの 問題 とは 直接 つなが るか

どうか なん です が、 「 子育 てす るな ら東 村山 」 とい うこ とで 、先ほ ど
の重点 施策 の中 にも これも 記載 され てな い事業 とし て、 実は 今年度 か
ら、公 立の 保育 園を 、第二 と第 六を 民間 移管を させ てい ただ きまし た。
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こ れに つい ても いろい ろ議 論は あり ました けれ ども 、こ こで公 務員
として 保育 士が 、若 干人員 的に 余力 が生 まれた わけ でご ざい まして 、
その公 務員 の保 育士 を再配 置を して 、公 立園で 直接 子供 たち の保育 に
当たる 者も もち ろん いるん です が、 その 他、今 回実 は、 先ほ ど学習 支
援 での 、生 活困 窮 世 帯 及び 被保 護世 帯へ アウト リー チ、 家庭 訪問し て
学習支 援を する とい う取り 組み をさ せて いただ くと いう ふう に申し 上
げまし たが 、今 度 は 乳幼児 につ いて 、今 、こん にち は赤 ちゃ ん事業 と
いう事 業で 、新 生児 が生ま れた 場合 には 保健師 を派 遣し てい て、重 篤
な状況 が見 受け られ た場合 、例 えば お母 さんが 産後 鬱に なっ て、明 確
になっ てい ると いう ような 場合 は、 継続 して相 談 、 支援 をし ている ん
ですけ れど も 、 特に 問題な いと され ると 、一応 そこ で終 わっ てしま う
んです が、 ただ やは り孤立 して 子育 てを されて いら っし ゃる ような ケ
ースに つい ては 、先 ほど申 し上 げた 、余 力がで きた 保育 士を 、各保 育
園から 地域 の新 生児 が生ま れた お子 さん の後、 こん にち は赤 ちゃん 事
業の後 に派 遣を させ ていた だく とい うよ うな取 り組 みを 今年 から 、 今 、
制度構 築を 進め てい るとこ ろで ござ いま すが 、 そう いう 形を とりな が
ら 、櫻 井委 員が おっ しゃっ たよ うな 、本 当に人 に対 して 優し いまち 、
子育て した い、 子育 てする なら とい う話 だと、 すぐ 保育 園の 待機児 の
問題と かと いう の は すぐな って しま うん ですが 、そ れだ けで はなく て、
やはり 子育 てを して いる親 子が 孤立 しな いよう な東 村山 にし ていく と
かとい うこ とも 、非 常に重 要な こと だと いうふ うに 、私 とし ては考 え
ており まし て 、 そ う いった 取り 組みも 今 年 から 行 い ます 。
そ うい うこ とを 通じて 、よ りよ い子 育てを して いた だく 、ある いは
虐待等 につ なが るよ うなこ と を 未然 に防 止した り、 早期 発見 をする と
いうこ とを して いき たいと いう ふう に考 えてお りま す 。 今度 は 延長 と
して 就 学す れば 学校 現場で 、で きる だけ いじ め や虐 待を 受け ない 、 子
供たち が健 やか に成 長でき る環 境を どう やって つく って いく かと い う
ことは 、 こ れは 非常 に重要 なテ ーマ で、 先ほど 教育 長が おっ しゃっ た
ように 、持 続可 能な まちと いう 意味 では 、やは りこ のま ちで 生まれ 育
った子 供た ち が 健や かに成 長し て、 また 東村山 に愛 着を 持っ て、大 人
になっ ても この まち に住み 続け ても らえ るよう な、 そう いう 循環が つ
くられ ない と、 人口 がどん どん 減っ てし まうと いう こと にな ります 。
そうい う意 味で も、 教育や 子育 て支 援の 重要性 とい うの はあ るんだ ろ
うとい うふ うに 考え ており ます 。ま た、 そ の辺 も含 めて 、少 し議論 を
深堀り でき ればと 思 います ので 、よろ し くお願 いし たいと 思 います 。
２２

ほ かに 、皆様 の ほうか ら何 かご意 見 ござい ます でしょ う か。
そ れで は、 最後 に、そ の他 事務 連絡 、事務 局の ほう から あれば 、お
願いし たい と思い ま す。
○事務 局

それ では 、事務 局か ら次 回の 会議日 程に つい てご 案内申 し上

げます 。次 回、 第２ 回 東村 山市 総合 教育 会議は 、 ※ 令和 元年 ８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 とな りま す。 以 上
で す 。 （※ 第２ 回東 村山市 総合 教育 会議 の日程 は、 8月1日（ 木）か ら
9月5日 （木 ）へ変 更 と なり まし た。）
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

そ れで は、 以上 をもち まし て、 令和 元年度 第１ 回東 村山 市総合 教育
会議を 閉会 とい たし ます。 お疲 れさ まで ござい まし た。 あり がとう ご
ざいま す。
午前１ ０ 時 ２０分

２３

閉会

