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令和元年度第２回東村山市総合教育会議会議録 

 

○令和元年９月５日（木）マルチメディアホール（いきいきプラザ３

階）に招集した。 

○出席委員は、下記のとおりである。（５名） 

 渡部 尚、村木 尚生、當摩 彰子、小関 禮子、佐々木 洋子、 

櫻井 康博 

○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 間 野 雅 之 

教育部次長 田 中 宏 幸 経営政策部次長  原 田 俊 哉 

教育部次長 井 上 貴 雅 経営政策部次長 河 村 克 巳 

統括指導主事 鈴 木 賢 次 企画政策課長 笠 原 貴 典 

教育総務課長 仁 科 雅 晴    

○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 

  東村山市教育施策の大綱に係る平成３０年度の取組みについて 

４ その他 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 改めて皆さん、おはようございます。定刻となりましたの

で、ただいまより、令和元年度第２回東村山市総合教育会議を開催さ

せていただきます。 

  教育委員の皆様には、大変お忙しい中、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。 

  それでは、早速ですけれども、会を始めさせていただきます。事務

局から資料の確認等をお願いをします。 

○笠原企画政策課長 おはようございます。それでは、本日の会議につ

きましてご案内申し上げます。 

  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、本日は、

東村山市教育施策の大綱に係る平成３０年度の取組についてを取り扱
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わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  配付資料の確認でございますが、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、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３０年

度分）について。次に、本日お配りさせていただきました資料といた

しましては、資料番号なしで席次表、令和元年度第１回東村山市総合

教育会議会議録、以上４点をお配りしております。資料のほう過不足

ございましたら事務局までお願いいたします。 

○渡部市長 資料のほう、過不足ございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。 

  それでは、引き続きまして、本日の傍聴について皆様にお諮りさせ

ていただきます。 

  本日の審議内容につきましては、事前通知をさせていただいていま

すが、特段の非公開情報はないと思われますけれども、傍聴者の入場

を許可してもよろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 皆さん、ご了解いただいたということでございます。 

  なお、会議途中で傍聴希望者が来た場合についても、随時入場許可

させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 また、本来ですと、定員は１０名となっておりますけれど

も、会場のキャパから考えますと、まだそれ以上入場可能かなという

ふうに考えておりますが、１０名以上の傍聴希望者があった場合でも

傍聴が可能でございますので、そのように進めさせていただきたいと

思います。 

  それでは、事務局より傍聴者人数の報告と入場をお願いしたいと思

います。 

○笠原企画政策課長 傍聴者は、３名になります。 

○渡部市長 それでは、ただいまより会議を開催させていただきますが、

傍聴の方にはお手元にお配りをさせていただいております「傍聴の方

へ」の内容を遵守していただきますようよろしくお願いします。 

  改めて皆様、おはようございます。本日は大変お忙しいところ、早

朝より東村山市総合教育会議にご出席をいただきまして、まことにあ

りがとうございます。 
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  また、常日ごろ、教育委員の皆様には本市の教育の充実発展のため

にそれぞれのお立場でご尽力賜っておりますことに心より感謝を申し

上げたいと思います。 

  早いもので、今年も９月５日ということで、今年度の折り返しに近

づいてきたところでございます。実は現在、市議会開会中ということ

で、きのうまで３日間一般質問をお受けさせていただいて、教育関係

も数多くのご質問いただいて、主には野崎部長が答弁されたり、ある

いは、教育長も就任されて２回目の議会でございましたけれども、よ

く答弁でご苦労があったかなと思っております。それだけ議会、市民

の皆様の教育に対する関心も非常に高いということでございます。 

  本日は、前回決めさせていただいたように昨年度の取り組み、東村

山市教育施策の大綱に係る取組がどのように進められたかということ

について、検証させていただきたいと思いますので、よろしくお願い

を申し上げたいと思います。 

  それでは、早速次第に沿って本日の会議を進めてまいります。 

  まず、第１、協議報告事項といたしまして、東村山市教育施策の大

綱に係る平成３０年度の取組についてを議題といたします。 

  まず、大綱の取組状況につきまして、教育委員会、そして市長部局

の順で報告し、その後に意見交換をお願いしたいと思います。 

  それでは、まず、教育委員会から報告のほうよろしくお願いしたい

と思います。 

○仁科教育総務課長 それでは、私のほうから、教育委員会の昨年度の

取組状況について、主なものを説明させていただければと思います。

資料につきましては、令和元年度第２回東村山市総合教育会議資料１

の資料をご覧ください。 

  まずは、１ページをお開きいただければと思います。  

  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」の（１）「質の高い教育環境を整える」でございます。

②の授業改善推進プランの活用におきましては、令和２年度に順次実

施されます新学習指導要領に向けて、国や都の学習調査の結果を市全

体の児童・生徒の学力の傾向として分析した資料を作成し、各学校の

授業改善推進プランの作成の際に活用するよう指導助言を行うなど、

各学校における授業改善の取り組みの充実を図ったところでございま

す。  
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  続きまして、３ページ目をお開きいただければと思います。  

  ①の「学校施設の老朽化対策」というところで、小学校の特別教室

の空調設備の整備工事につきましては、昨年度残りの小学校７校が完

了し、これで市内全小・中学校の普通教室、特別教室の空調設備が整

備されたという形になっております。昨今の夏は災害級の暑さが続い

ているところでございますが、空調設置によって暑い日でも安定的に

授業が行える教育環境の充実に努めることができました。  

  続きまして、１０ページ目をお開きいただければと思います。  

  施策の方向性２「生きる力を育む学校教育を充実する」でございま

す。（１）の「体を鍛え学びの基礎を徹底する」では、１２ページの

ほうに記載があります、オリンピック・パラリンピック教育を実施い

たしました。来年度に迎えました東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピックに向けて、全小・中学校におきまして、オリンピック・パラ

リンピック教育推進校の指定を受けまして、オリンピアン・パラリン

ピアンを招へいした授業を展開するなど、特色ある取り組みを行い、

オリパラ教育を推進することができました。  

  （２）「豊かな人間性を培い、規範意識を高める」では、１３ペー

ジにあります、①「人権教育推進委員会の開催」におきましては、当

市が力を入れております人権教育につきまして、当推進委員会におい

て、中学校の文化祭におきましては、「インターネットと人権」を題

材に授業研究を実施しまして、インターネットにおける人権侵害にか

かわる授業実践の情報交換を行ったり、多磨全生園の山吹舎の見学や

ハンセン病回復者である平沢氏の講演会を通して、ハンセン病や人権

課題の理解を深め、今後の人権教育の指標とすることができました。  

  （３）「健康・安全に生活する力を培う」では、１５ページをごら

んいただければと思います。③「地場野菜の導入」において、全小・

中学校で地場野菜の日を設け、給食で地場野菜を多く使用した献立を

取り入れて、結果、給食において地場野菜の使用率は平成２９年度の

１０．７％から１２．９％に上昇し、地元の農家との連携を図りなが

ら地産地消の取り組みを進めることができました。  

  続きまして、施策の方向性３にあります２５ページをお開きいただ

ければと思います。  

  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）の「充実した学校生活になるよう支援する」では、子ども・教
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育支援課におきまして、⑤にあります中学校への特別支援教室を開設

するための準備を行いました。そして、今年度より全ての中学校にお

いて特別支援教室、いわゆる「アーチ」が開設されまして、これによ

り小中両方に特別支援教室の設置が完了し、さらなる特別支援教室の

充実が図られたところでございます。  

  続きまして、３１ページをお開きいただければと思います。  

  施策の方向性４でございます。施策の方向性４「健やかで豊かな心

を持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」におきましては、社会教育課が所管するなぎさ体験塾で

は、平成３０年度に東村山市、新潟県柏崎市に加え、東久留米市を含

めた３市で８月に新潟県柏崎市におきまして、なぎさ体験を実施いた

しました。こちらでは、さまざまな海洋体験や生活体験活動を通し、

子供同士の交流を深め、人と人とのかかわり方を学び、社会性豊かな

人間性を育むことができました。  

  続きまして、施策の方向性５になります。３３ページをごらんいた

だければと思います。  

  施策の方向性５「生涯にわたる文化・スポーツ・学習活動を充実さ

せる」でございます。（１）の「市民文化・生涯学習活動の支援・充

実を図る」では、社会教育課におきまして、市民文化祭を実施いたし

ました。昨年度の市民文化祭には、各地区館において担当する社会教

育課だけではなく、公民館、図書館との職員とも連携し、各地区館ご

との特色を出した文化祭を行うことができまして、例年以上の来場者

があり、とても好評でございました。  

  なお、昨年度の事業ではございませんが、今年度の社会教育事業と

しまして、３６ページに記載があります八国山芸術祭を実施する予定

でございます。こちらについては、今年度第３回目となりまして、市

内の文化、芸術活動に取り組む環境を一層充実させ、学習成果を発表

する機会の創出の一環としております。日程におきましては、ホール

部門につきましては、１１月２３日、展示部門につきましては、１１

月２３日から２４日の２日間の実施を予定しているところでございま

す。  

  戻りまして、３４ページをごらんいただければと思います。  

  公民館を所管とします富士見文化センターにおける空調設備と屋上

防水等改修工事を実施いたしました。こちらの富士見文化センターに
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おきましては、公民館、地域サービス窓口、児童館育成室等複数の所

管が入っている複合館でございまして、関係する所管と連携しながら、

窓口を休止することなく工事を完了することができました。  

  さらに、民間事業者の技術及び知識を最大限活用する付加価値提案

によって、当市が求める水準以上の施工をすることができました。  

  その他、社会教育施設におきましては、中央図書館におけるトップ

ライト改修工事や屋上防水等改修工事実施設計や、富士見図書館にお

ける空調設備改修工事、ふるさと歴史館における照明設備のＬＥＤ化、

非常放送設備、空調機器の改修工事を実施したところでございます。  

  続きまして、３８ページをごらんいただければと思います。  

  （３）「歴史・伝統文化の保護・振興を図る」でございます。文化

財の保護と活用におきましては、ふるさと歴史館の事業といたしまし

て、市指定文化財の「貞和の板碑」保存堂再建事業の補助事業及び見

学会を実施したところでございます。正福寺の境内にございます「貞

和の板碑」をおさめております保存堂が老朽化したために、管理する

正福寺におきまして建てかえを行いました。  

  以前は、階段を上らなければ中の板碑を見ることができなかったり、

保存堂の外観からは板碑の基部、いわゆる土台のところが支柱で埋ま

っておりましたが、今回の建てかえにより扉にアクリル板を使用した

り、建物の構造を変えることにより、外からでも板碑の全体を見やす

くできるように構造のほうを改めたところでございます。  

  また、建てかえ後には板碑の見学会を実施することにより、多くの

市民に文化財を知ってもらう取り組みを実施したところでございます。  

  以上、大変雑駁ではございますが、教育委員会の主な取り組みにつ

いて説明させていただきました。私のほうからは以上になります。  

○渡部市長 ありがとうございます。 

  それでは、続きまして、市長部局の報告をお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 それでは、市長部局の取り組みにつきましては、

企画政策課、笠原のほうからご報告させていただきます。 

  資料につきましては、同じく資料１に基づきましてご説明させてい

ただきます。まずは、３ページのほうにお戻りください。 

  学校施設の老朽化対策等の推進でございます。経営政策部資産マネ

ジメント課では、大和リースグループと包括管理委託の契約を締結し、

平成３０年４月から事業を開始いたしました。包括施設管理委託は、
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これまで施設ごと業務ごとに契約していた公共施設の維持管理業務等

を包括的に契約するもので、公民連携により市民の皆様の安全安心の

確保や行政の生産性の向上、市民サービスの向上などを目指すもので

ございます。 

  成果といたしましては、従来委託しておりました６００以上の業務

を包括することで、民間事業者のノウハウにより小・中学校を含む教

育施設や公共施設の維持管理水準を向上することができただけはなく、

導入した年度では、平成３０年度におきましては、契約等にかかる市

職員の事務負担といたしまして、時間数にいたしますと約１万５，０

００時間相当を削減できたものと見込んでおります。 

  また、受託事業者の提案により中央図書館、学習室等へのＷｉ－Ｆ

ｉの設置など、施設の価値を高める取り組みを実現いたしました。 

  次に、３４ページをごらんください。 

  社会教育施設の機能の充実と老朽化対策等の推進についても同様の

内容が記載されておりますので、３４ページの説明は申しわけござい

ませんが割愛させていただきます。 

  １６ページのほうにお戻りいただければと思います。 

  安全教育及び防災教育の推進をごらんください。 

  環境安全部、地域安全課では、安全教育といたしまして、交通安全

教室やスケアード・ストレイト方式を用いた自転車安全教室を開催し

ております。中学生を対象といたしました、スケアード・ストレイト

方式は、平成２０年度以降全ての市立中学校で実施してまいりました。

平成２４年度からの継続実施に対しましては、これまでと同様に中学

校教育の安全教育として位置づけるとともに、保護者を初めとする地

域住民の皆様の参加を促しながら、地域における交通安全啓発事業を

兼ねて開催することととしております。 

  平成３０年度は、東村山市立第二、第四、第五中学校を会場として

開催いたしました。参加した生徒の皆さんからは、ちょっとした油断

で大きな事故につながることがわかって、とても怖く感じました。自

分では多分大丈夫だろうと思って左右を確認せずに飛び出したり、ス

ピードを出したまま自転車で曲がったりすることが、自分の命だけで

なく他人の命まで危険にさらしてしまうことがわかり、これからは油

断せずしっかりルールを守っていきたいというようなご意見をいただ

きました。このアンケートからもわかるように、成果といたしまして
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は、参加者が危険を直視することで、交通安全意識高揚及び交通法規

等の再確認ができたものと認識しております。 

  続きまして、１７ページをごらんください。 

  環境安全部防災安全課では、小・中学校からの要望を受けて、学校

のほうに訪問させていただき、児童・生徒の皆さんに対し防災事業を

行わせていただいております。防災事業では、ふだん地域の皆さんに

お話をさせていただいている防災講話、防災講演会の内容を児童・生

徒の皆さん向けにアレンジさせていただいたものをお話しさせていた

だいております。 

  こちらは、地域防災計画の東海地震直前対策として、教育指導とい

う項目がございまして、災害時、発災時に的確な行動がとれるよう事

前に児童・生徒にしっかり教育をしておくというようなことが計画的

に位置づけられておりますことから、そういった観点をお話しさせて

いただいているところでございます。 

  また、非常用食糧品につきましては、食品ロスに観点として、自主

防災組織や避難所運営連絡会、各まちの拠点等の炊き出し用に配付を

させていただいているほか、平成２１年度から新たな試みとして市内

施設への非常用食糧品の配付を行っております。具体的には防災教育

の一環として、市内の各小中学校へ配付、また、市内社会福祉法人へ

合わせて２万１，６００食の配付を行っております。平成２９年度１

２月時点の見込みといたしましては、当初２万９，０００食が廃止と

なる見込みでございましたが、今申し上げました取り組みにより大幅

に削減できたものと考えております。 

  今後とも教育委員会指導室と連絡をとらせていただき、市長部局と

いたしましても、こういった防災に関する啓発を進めていければと考

えております。 

  続きまして、２１ページ、環境教育の充実をごらんください。 

  環境安全部環境住宅課では、空堀川と柳瀬川の流域に位置する武蔵

村山市、東大和市、清瀬市と合同で、河川の水質調査を行うとともに、

毎年７月には流域の皆様に対し、水辺環境を中心に環境問題について

関心を深めていただくことを目的に「親と子の環境教室」を実施して

おります。平成３０年度は、埼玉県立川の博物館に行き、川に関する

文化や時代、人々の暮らしのかかわり方について学びました。 

  また、市立小学校の児童の皆様を対象に環境問題についての知識と
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理解を深めてもらうため、毎年「みどり環境ポスター」の募集を行っ

ております。応募作品の中から優秀作品を選出し、春の緑の祭典や、

環境フェアなどで展示を行っております。 

  さらに、クールチョイスの普及啓発活動において、地球温暖化対策

に関する講座を児童館にて、小学生を対象に行うなど、今後もこうし

た事業を通じ環境問題に対する啓発を進め、持続可能な社会の実現に

つなげてまいります。 

  続きまして、２１ページ中段をごらんください。 

  資源循環部ごみ減量推進課では、教育委員会と学校と連携を図りな

がら、市内の小学校におきまして、１６回の出前事業を実施いたしま

した。市内の分別及びごみ出し資源化に関する意識や理解を高めてい

ただけるよう、ごみの出し方についてのルール説明を行ったほか、東

京２０２０オリンピック・パラリンピックの入賞メダルを使用済みの

小型家電に含まれる金・銀・銅を「都市鉱山からつくる！みんなのメ

ダルプロジェクト」についても周知と協力を呼びかけ、世界に類を見

ない、壮大なプロジェクトに生徒の皆さんも大きな興味を示していた

だきました。 

  平成３０年度の使用済み小型家電の回収量は、平成２９年度よりも

大幅な増となり、学校での出前事業を通してご家庭でのご家族の会話

につながり、プロジェクトの協力の輪が広がったものと考えておりま

す。 

  続きまして、２２ページをごらんください。 

  まちづくり部みどりと公園課の取り組みをご説明いたします。北山

公園では、希少生物を含め多くの動植物が生息・生育していることが

確認されますことから、生物多様性の保全を推進しております。また、

在来種に悪影響を与える外来種も多く生息していることが判明してお

り、生物多様性の保全の取り組みの一つといたしまして、平成３０年

度は北山公園かいぼり事業を実施いたしました。ウシガエルやコイ等

の外来種の防除を行い、参加者の皆様のアンケートでは、在来種を守

れてよかった、さまざまな生き物がどのように暮らしているのかよく

わかったなどのご意見をいただきました。 

  続きまして、３６ページをごらんください。 

  スポーツ施設の環境整備でございます。スポーツ施設につきまして

は、故障・老朽化等に伴い施設の修繕に調査を実施するとともに、当



１０ 

該施設内の樹木剪定等を行い、施設の維持管理を図りました。具体的

な修繕箇所、剪定箇所につきましては記載のとおりでございます。 

  成果といたしましては、利便性の向上、景観維持、事故の未然防止

等が挙げられております。 

  次に、スポーツ教室、スポーツイベントの開催についてでございま

すが、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に

向けた機運醸成事業を実施し、特にパラリンピック競技を実際に体験

していただくことで、障害者に対する理解を深めるとともに、誰もが

スポーツを楽しめる環境づくりへの意識を高めました。 

  パラリンピックの正式種目でございます。車いすバスケットボール

のエキシビジョンマッチとミニゲームの体験会では、約２５０名の参

加があり、参加者のアンケートでは９割を超える方にこのイベントは

よいという評価をいただきました。 

  また、東京２０２０オリンピックを観戦したいという声も９割の方

からいただいております。今年度もこうした事業を実施し、多くの皆

様に東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催の機運を感じて

もらえるような事業を展開していきたいと考えております。 

  市長部局からのご報告は以上になります。 

○渡部市長 以上で説明が終わりましたが、ただいまの取り組み状況に

ついて、教育委員会、市長部局の課長から説明いただきましたが、説

明、全て説明されたわけではありませんけれども、ただいまの説明や

事前に配付させていただいております取組状況等について、ご意見、

ご質問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。 

  なお、先ほど冒頭のご挨拶でも申し上げましたが、今、議会開会中

で、再来週は、平成３０年度の決算のご審議をいただく予定になって

おりますので、今、申し上げたようなことも、恐らく決算特別委員会

でもご審査いただくことになろうかというふうに思っております。 

  振り返っていただいて、いかがでしょうか。 

  當摩委員さんからお願いいたします。 

○當摩委員 両課長さんのご丁寧なご説明、まずもってありがとうござ

いました。 

私、今回これ全部わかるなんていうこと絶対言えないですけれども、

資料を読ませていただいておりまして、時代が本当に流れてきたのだ
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なという印象を持ちました。といいますのは、やはり総合教育会議と

いうのは何のためになければいけないか。やっと少し私の中ですとん

と落ちたものがございます。例えば、教育委員会だけで、私ども教育

委員として、教育の場ということで、学校教育、社会教育のことは知

らせていただいているのですけれども、改めまして、それをともに支

え合うことというのは教育委員会だけではできない、やはり市長部局

のいろいろなお力を一緒にして、また市長部局のほうにも教育委員会

の持っているノウハウをともに共有しあうということで成り立ってい

るようなところがわかりました。特に、市民スポーツ課に関しまして

は、市長部局に移管して大変スムーズにいろいろなことが、先だって

も９月１日に総合開会式に出席させていただいたのですが、本当に滞

りなくやっていただけていて、すごくうれしいなと思いましたととも

に、これから、今、すみません、総花的なことで申しわけないんです

けれども、私が本当に皆様にお願いさせていただきたいのは、ぜひ、

ご自身が今なさっていることだけではなくて、今、市内でどのような

ことが課題になっているかということを常に同じまないたの上でご審

議いただいて、そして、それはうちの所管だからほかのところには口

を出してもらいたくないとか、ちょっと皮肉な言い方かもしれないで

すけれども、そうしたことじゃなくて、そのことを何かお手伝いでき

ることがあるかなという目で見ていただくと、こうしたことのボリュ

ームというんでしょうか。スムーズに進んでいくんだなというのが、

きょうこの資料を拝見いたしまして痛感させていただきました。 

  例えば、私事で申しわけないのですが、７カ月と１日、留学生を預

からせていただきまして、最終的には彼女を三つの小学校に連れてい

って、蘇州のことを話してもらいました。教育長、部長、そして統括

と皆さん授業を見てくださいましてね。そのときにとってもうれしか

ったことが、子供たちが彼女の話を聞いてくれたのは３校あって、３

００人を超えています。その中で３年生から６年生までそれぞれあっ

たんですけれども、とても興味を持って、たくさんの質問を彼女にし

てくれました。そうしたことがやはり教育も変わっていかなければい

けないし、また、それを支えるべきバックグラウンドもともに変わっ

ていかなければいけない。このともに変わるためのその一つの舞台が、

この総合教育会議であっていただけるとうれしいなというような気持

ちを持たせていただきました。 
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  それと、すみません、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけ

ども、例えばふるさと歴史館のＬＥＤ化の照明というのは、かなり前

に、森前教育長とご一緒にふるさと歴史館に行ったときに、やはりＬ

ＥＤにしていただかなければとか言って、そのとき一緒に伺わせてい

ただいたので、ああ、できたんだなと。やはり、市長、お金もかかる

ことだと思うんですけど、粛々とゆっくりと、でも全速にいろいろな

ことができていくとうれしいと存じますので。 

  お金の配分ってすごく大切だし、市長のご采配だと思うんですよ。

ですから、そのバランス感覚を常に、そのプライオリティがどこにあ

るかということを見ていただきながら、全体の流れ、それからご要望

等、それから多分そこを強くご要望なさる方は、そこに関心がある方

だと思うんです。でも、そのことを今度市民の皆さんに、市長、これ

は本当に心からお願いしたいんですけども、それもわかるんだけど、

このことのほうがもしかするとちょっと先にしてあげなければいけな

いからという、その説明責任も市長が、あるいは今これも常に考えて

くださってますけれども、ぜひ、そこをね、またよりより丁寧にご説

明いただけることによりまして、この教育と市長の教育のコラボレー

ションはよりよりすばらしいものになるのかなと思っております。 

  すみません、総花的なお話で申しわけございませんが、以上のよう

な印象を持ちました。本当にこのご報告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。 

  昨年度振り返っていただいて、皆さんのほうからご意見、ご感想等

で結構でございますが、一言ずつ、今、當摩委員のほうからございま

したように、お話いただければと。 

  先ほども申し上げたように、きのうまでの一般質問では、結構、議

員さんからも学校施設関係で体育館の空調とか、あるいはトイレ改修

だとか、グラウンド整備だとか、もう数多くのご意見・ご要望、山の

ようにいただいて、どうプライオリティをつけて整理していくかとい

うのは、本当に頭が痛いとこですが。常に我々としてもというか、教

育長と連携しながら、また子供たちの教育環境の改善については、ま

ずは安全を第一にということが、これまでずっと我々は念頭に置いて

進めさせていただいてきたところでございますので、引き続きよりよ

い教育環境の整備のために市長部局、市長としても全力を尽くしてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っておりま
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す。 

  いかがでしょうか。 

  小関先生よろしいでしょうか。 

○小関委員 ありがとうございました。 

  一つ一つ読んでいて、本当に着実に前進しているんだなという、そ

のことをまず深く思いました。 

  私、意見というのは特になくてですね、感想ということになるんで

すが。 

  指導室の関係は、教育に関する事務の管理と執行の点検及び評価で

したっけ、それで大変報告書詳しいのをいただきましたし、また、お

話も伺ったので、ここに書いてあるのよりもっと豊かな内容があるん

だということを実感しています。教育委員会というよりは市長部局の

報告で感想ということなんですけれども。 

  資産マネジメント課から、地域安全課、防災安全課などなどですね、

みどりと公園課という、本当に一つずつ教育と関連したところで大き

なお仕事をしていただいているなと思います。 

  かなりの成果もここに挙げられているんですが、学校にどのように

フィードバックされているんだろうかというふうに思いまして。例え

ば人数が少なくてでも、こういったことがあった、子供たちからこん

な感想が出てきた、今後、こんなふうにつながるだろうと思うことを、

もう一度学校に返すということをやっていただくと、学校も次の年、

あるいは見越したさまざまな教育活動の中に取り入れることができる

んじゃないかなというふうに思いました。 

  大変いい試みをしていらっしゃって、環境についても、ごみの減量

についても、子供たちと、それから保護者が一緒に考えるいい機会に

なっているんじゃないかなと思います。 

  ぜひ、もう一度学校に呼びかけた後、こういう成果があった、こう

した子供たちの変容があったということで、お返しいただくといいな

というふうに思ったところです。 

  もう一つですね、これも感想になりますけれども。幾つかずっと拝

見していってちょっと附箋をつけたんですけれど、参加の人数が少な

いということが幾つか挙げられていまして。例えば放課後子ども教室、

これは教育委員会ですけど、支える人が少なくなっているとか、ボラ

ンティアリーダーの確保が難しいとかね、さまざま書いてあります。
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それから、１８ページにはですね、防災に関して市教委主催の訓練の

参加人数に課題があるというようなことで書かれていて。参加人数や

はり多いにこしたことはないんです。ですから、何とかそこにさまざ

まな方々の参加あるいはボランティアに関してもですね、ふえていく

ということを努力していくということ大事だと思うんですけど。少な

くてもやめないでいただきたいということですね。人数が少ないから

縮小しようではなくて、人数が少なくても本当に細々とというとちょ

っと語弊があるかもしれませんが、地道に続けていくことがすごく大

きな成果になると思うので、人数が少ないというところで後戻りする

ということがないとありがたいなと思っています。 

  例えば防災ですかね、自治会との共催をしたということがどこかに

書いてありました。こうした例えば自治会も今本当に人数が少なくな

っているとかね、自治会そのものの存続もみたいなそういうお話もあ

りますけれど。市長部局とそうした自治会の合同の取り組みというの

が、自治会そのものの活性化にもつながるだろう、そんなふうに思い

まして。ぜひですね、人数が少なくても、いや、多いほうがいいんで

すよ、ですが、少ないというところでめげないでいただきたいなと思

ったところです。 

  本当にさまざまなところで取り組んでいただいて、本当にありがた

いなと思っております。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  小関委員のほうから、２点ほど市長部局に対して、ご注文というほ

どではないかもしれませんが、ご指摘がございました。市長部局のほ

うが主導して行った事業についてのフィードバックを各学校にするよ

うにということと、参加人数が少なくても、ぜひ継続して地道に続け

ながら参加する児童生徒の数をふやす努力をしてほしいということな

ので。笠原課長のほうから各関係所管のほうにお伝えいただくという

ことで、先生よろしいでしょうか。 

○小関委員 どうぞよろしくお願いします。 

○渡部市長 引き続きまして、ご意見・感想等があればお受けしたいで

すが、櫻井さん、お願いできますか。 

○櫻井委員 ありがとうございました。 

  今、お二人の委員から出た話と重なるのと、私と違った視点なるか
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と思いますけど。限られた時間、そして能力、予算、そういう中で、

どう形に具現化するかというあたりが、やはり求められている時代に

なってきたんだろうなと思うんですね。 

  例えば東村山市全体の予算、東村山市全体の人口、要は活力のある

世代の未来に向かって見ていくと、やはり右肩上がりのイメージの時

代ではなくなってきたんだろうな。成熟ということが一番ポイントで

しょうし、その成熟の中でできる、どこに焦点化していくか。小関委

員から出たやめないでほしいということと裏腹になってしまうかもし

れませんが、やっぱりどこに重きを置いていくかというのはやっぱり

すごく大事なことになっていくんだろうな。 

  もちろん教育委員会という視点で見る視点と、やはり市長部局とい

う視点で見るのと当然違いがあっていいし、そこに重なり合いをどう

つくっていくかというのは大きなポイントになっていくと思うんです

けども。 

  例えば、一つの例で言えば、学校給食の中に地産地消というような

ことを入れていく。これは東村山に限らずどこでもやっていることで

すし、それについて先ほど説明ございました少し地産地消の割合が１

６％ぐらいふえてきているという数字に意味合いはある。全部入れる

ということは報告であったと思うんですけども。 

  東村山での、地産側の立場の人たちというのと、これがどういう意

味があるんだろうかというあたりの後ろ盾がないと、こういう事業と

いうのは発展しないんじゃないかなと今思っているんですね。他市で

やっているけども、東村山市でやらなくちゃいけないというやり方よ

りは、東村山らしくここは力を入れるとこはどうなんだろうというあ

たりの本当に直しが必要になってきてるんではないかな。別に給食で

地産地消をやめろという、そういう意味で言っているんじゃないです

よ、例で言っているわけですけれども。そういう捉え方というのが、

やっぱりあるのかなというのを、さっき伺いながら思いました。今後

の課題なんだろうなと思いました。 

  本当にいみじくもなんですけども、小関先生から今自治会の話が出

ましたけど、私、自治会のほうで結構悩んでいるんで、話をしますと。

私が住んでいるエリアなんかもう、自治会委員が少ないんで、昔は７

年、８年に１回ぐらいの班長やっていたのが、ほとんど毎年班長みた

いな感じになっていて、加入している人が少ないという現実があって。
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そうすると、じゃあどういうふうにして自治会を残すという考え方も

ちろんあるんでしょうし、自治会を活性化させるというのはすごくあ

るんでしょうけど、それにかわる何かコミュニティーのつくり方って

いうのはないのかなとか。そんなことも考えに考えて、変な時代にな

ってきたんだなという感じがします。 

  私は、例えば東村山は今こういうふうな人権とかいろんなことをや

っている中で考えたときに、外来種を駆除する必要性があるよという

ことは、それは既存の本来ここに住んでいた種を守るというんでは異

議ある、それはそのとおりだと思うんですけども。外来種にも命があ

るわけで、そこをどう考えるのという。ある意味ではこれが多様性に

対応するということだと思うんですけども。結局、外国から来る子ど

もたちも当然いるわけで、東村山市に住んでいるわけで、一緒にとも

に生きていこうよという時代をつくろうとしているわけですよね。こ

の辺のポリシーというのかな、何かそういうものを、余りお金をかけ

ずに一つずつ大事に考えていくというか、そういうところが多分１０

年後、２０年後に東村山の文化はできていくんじゃないかなと。そう

いうことを形としては余り出ないんでしょうけども、検討しながら質

を高めていくということがポイントなのかなというような感じで受け

とめさせていただきました。 

  ありがとうございました。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  櫻井委員から何点かご指摘をいただいてますが、事務局の方ではあ

れですか。私のほうでお答えできる範囲でお答えさせていただくと。 

  学校給食の地産地消は、これは教育上の意味合いももちろんありま

すし、市内の農業の活性化という観点も非常に重要な施策だというふ

うに私自身は捉えさせていただいてます。あと、子供たちに自分たち

が住んでいるまちでこういう野菜や果物がとれるということをやっぱ

り認知していただき、ある種、それをほこりに思ってほしいなという

ふうに思っています。 

  ただ、具体的なリアルな課題としてはですね、やはり東村山市の農

家の生産規模が周辺市に比べると非常にちっちゃい農家が多くてです

ね、学校給食用に一定の食材を当該の栄養士が求める基準のものをそ

ろえるのが結構苦慮している現状があります。それからあと、どうし

ても生産農家さんが１軒で数校におろしているケースが多くございま
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して、朝同じぐらいの時間までに数校に野菜を配達するということに

ついて、結構ご苦労されているというのが幾つか課題があります。当

市も市内産の野菜の使用率が２０％を超えてますけれども、多摩地域

ですと日野市がたしか５０を超えているのかな、ぐらいのかなりの高

水準になってますので、少しでも上位の先進自治体に近づいて子供た

ちにできるだけ新鮮でおいしい食材を提供する、また、そのことを通

じて市内の農家さんも誇りを持ってですね、やはり営農いただけるよ

うな、そういういい循環ができればなというふうに思っております。 

  それから、先ほどあと、小関先生からもお話ありましたように、今、

東村山市でも自治会等の加入率は年々減少傾向で、現在は５０％前後

ぐらいだったと思います。かつては７割近い加入率だったわけですが、

どんどん低下したり、あるいは新規で開発された、宅造されたところ

にお住いの方が自治会に加入しないというようなことで、市としても

非違苦慮しておりまして。加入促進ということで転入者の方に自治会

パンフレットをお配りしたりとかですね、自治会の、というのはこう

いう活動をして直接的に何かすぐメリットがあるというところはなか

なか見えづらいんですけれども、万万が一の場合の災害だとか、ある

いは日常の防犯あるいは環境美化等々、やはり隣近所の顔が見える関

係を築いていただくということは非常に大事なことだということで、

市としても自治会の活性化については、市内３００以上ある自治会の

会長さん等々で自治会活性化委員会というのも組織させていただいて、

いろいろ取り組みをさせていただいてます。 

  一方で、学校が地域の核となってですね、地域コミュニティーを再

活性化していただいている側面というのも、非常に東村山市の場合は

多くあるかなと思っています。それはやはり、地域の子供たちは地域

で育てるということが各学校に浸透して、いろんな取り組みを地域の

方に逆に投げかけをしていただいて、地域の方もそれをおらのまちの、

村の学校というか、いう意識で受けとめて、学校の活動に非常に協力

をする地域も多ございまして。学校と地域が連携することによって地

域コミュニティーの活性化につなげているというような事案もござい

ますので。今後もこうしたことは東村山のよさととしてですね、地域

が希薄化している昨今だからこそ、やはり学校を一つの核としながら

地域コミュニティーの活性化が図っていかれればなと、そんなふうに

も考えております。 
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  それと、あと外来生物の駆除の関係については、非常に頭の痛いと

ころでございますが。環境施策としては、私どもとしては外来生物は、

やはり駆除をするという考え方、これは国、東京都においてもそうい

う考え方に立って、基本的には駆除をさせていただいています。 

  今、ターゲットとしているのが、やはり北山公園で一番ここで大き

な問題になっているのがウシガエルです。ウシガエルは食用として日

本に輸入されて全国至るところにいるわけですけど、在来種の例えば

希少な動物であります同じカエルですけど、トウキョウダルマガエル

だとか、全部食べちゃうという、そういうことがあるので。命として

は同等ではありますが、生態系の維持ということからすると、やはり

駆除をしていく。先日も駆除をして、カエルを食べたという話は聞い

てませんが、アメリカザリガニは駆除した市民グループの皆さんが後

で召し上がって、おいしかったんで市長も呼べばよかったって後から

言われましたけども。逆に駆除した命を単に奪う、いわゆる殺傷する

ということではなくて、ある意味命をいただくというようなことをす

るということで、命の重みみたいなこともやはり考えていくというこ

とも必要なことなんじゃないかなというふうに思わせていただきまし

た。 

  生態系の維持のための駆除と、やはりこれからのいわゆる人間にお

ける多文化共生というの全く別次元のことなので、このことはきちっ

と子供たちには伝えていくことは大事なんではないかというふうに私

としても受けとめていますので。今後、外来の生物を駆除するから外

国人は排斥するみたいな変な風潮にならないように、そこはきちんと

ポリシーを立ててですね。命の大切さということについては、やはり

広くあまねく命があるということについては、やはり子供たちにきち

んとその重みを伝える努力をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

  ご指摘ありがとうございました。 

○櫻井委員 今、市長からお話というかご説明いただいて、重々理解さ

せていただいてます。多分、議会とかいろんな流れの中では予算化の

問題もありますから、こういう形でこうおくのは当然必要なんだと思

うんですけども。やっぱりこの会議でいうと、今、市長がご説明いた

だいた中で、学校が核となってコミュニティーをつくる、この辺に特

化した形でこういう、お金はそんなにかからないかもしれないけども、
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こんな取り組みをしていて、これをどうやったら広げられるんだろう

かとか、何かやはりそういうことを教育委員会と市長部局とで一緒に

考えるとか、やはりそういう感じでの焦点化というのかな。だから、

そういうのがやっぱり意味というか、長い年月の間に文化になってい

くんじゃないかなという、私はすごく思いますんで。それは一つの例

なんですけども、それがいいかどうかわかりませんけど。もっと東村

山市としてやっていくべきものがあるのかもしれませんけども。やは

りそういうことを議論するというのは必要だなと考えています。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  どうぞ。 

○當摩委員 いわゆるかいぼりのことでね。私も櫻井委員さんがおっし

ゃられる外来種の命をその後どうするんだろうというの、よくテレビ

の番組でやったりしていますね。それから数年前にはたっちゃん池が

一度かいぼりしまして、よく私犬連れて散歩に行くんですけれども、

コイとか本当に今ほとんど、多分見当たらないから、一度はいなくな

っているんだと思いますね。外来種というのが、本当にいろんなもの

をするということでいえば、本当に駆除しなければいけないことだと

思うんですが。そのときに私もテレビなんかも見ていましてね、命と

いうことを考えたときには、繁殖するからだんだんそれがふえてきち

ゃうんですよね。だから、例えば捕まえたものを、先ほどアメリカザ

リガニは食べちゃったよとおっしゃるんですけども、中には食べられ

ないものもあるでしょうし。そのものをね、これは別に東村山がそう

しろではじゃなくて、命というものを考えたとき、実は私、下の娘と

ちょっとそんな話したことがあるんですよ。下の娘ね、幼稚園の先生

しているものですから、やっぱり子供たちとか命とかいうこと、非常

にシビアに考えておりまして。だから、例えば駆除したいというもの

のその命だけは、魚だったら生きながらえてあげるとかね、そうした

ことから、もし考えられるとしたら、してあげると。 

  先ほど市長がお話くださいましたように、それだけ人間もね、例え

ば外国のお友達が来て、何とかだとか駆除するとか、そんなことには

絶対つながらないと私は確信しております。そうしたこととは別なん

だけれども、でも、その命をとりあえず全うしてあげる方法というの

は何かを考えることももしかすると大切なのかな。だから、いろいろ

なものが大分のさばってますよね。それで食害したりとか、それから
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病気をもたらすものとか、いろいろいるわけですから。多分、どうで

すか、皆様。蚊にとまられて、その蚊をぴしゃっとはたいて殺しませ

んか。だから、そうしたことはあるんだけども、でも、その捕まえた

ものの命というのがどのようにするかというのは、私も実は櫻井委員

とちょっと違った意味でね、関心を持っていることでしたので。その

辺のことも、市長もまたお考えで、本市でするときは、ちょっとその

辺をご配慮いただけるとうれしいかなと思いまして、お話させていた

だきました。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  非常に難しい問題だとは思います。北野公園の生態系の維持、生物

多様性の保全ということについて言うと、市だけではなくて、ＮＰＯ

さんなり、あるいは北山の会ですね、と市民団体の方と共同してやっ

ておられますので、その辺はまた機会があれば、ちょっとどんなふう

にすべきかということについては、教育的な観点から考えた場合どう

なのか、命ということから考えた場合どうなのかということは投げか

けて、また少し深めた議論ができればなというふうに思います。あり

がとうございます。 

  それでは、佐々木委員さん、何か昨年度振り返ってのご指摘や感想

があればお願いします。 

○佐々木委員 細かいことかと思いますが、保護者の立場からというこ

とで、視点からちょっとお話させていただければなと思います。 

  昨年度から保護者が願っていた３学期制に移行していただいたこと

で、子供たちが勉強するという意識が高まってきたのかなというふう

には思っております。特に中学校では、評価が１回分ふえていますの

で、受験生の３年生については、自分の目標に向かって、１学期はこ

こだったけど２学期はさらに頑張ろうとか、そういう意識にはつなが

ってきたかなと思います。うちの上の子は２学期制で過ごして受験を

しました。今、息子が受験生なんですけれども、３学期制になっての

受験生だと、やっぱり２学期制のころとは、また考え方とかも違いま

すし、自分がどうやっていかなきゃいけないのかなというその目標の

立て方もまた違ってきたのかなというふうに実感しております。ただ、

１学期においては、中間テストを実施している中学校、してない中学

校がありますので、できれば統一していただけるといいなというのが

保護者の願いかなと思います。 
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  また、別件なんですけれども。数学に関しては、特に１年生からの

積み重ねというのはとても大事なことだと思いますので、少人数の指

導が実施されているところ、されてないところがやはりありますので、

できれば中学１年生、特に大事な時期だと思うので、中学１年生のこ

ろは特に重点的に少人数の指導がなされるといいなというふうに願っ

ています。 

  もう一点、最後なんですけれども。いじめ防止等についてなんです

が。指導室からも各学校へ十分なご指導をいただいているとは思うん

ですけれども、子供たちや本人、保護者が気軽にというか、ちょっと

困ったときでも先生に相談できるような環境づくり、さらなる環境づ

くりをしていただきたいということと、あと学校の先生が、担任の先

生が自分だけの判断ではなくて、すぐ学年の先生に相談するとか、そ

ういう先生方の中のコミュニケーションもうまくしていただくことに

よって、各学校での対応が異なるようなことがないように、さらにし

ていただけるといいなというふうに思いました。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  学校教育マターで３点ほどご指摘、ご意見ありましたけど。指導室

長のほうから、じゃあご回答、とりあえずお願いできますか。どうぞ

座ったままで結構です。 

○井上指導室長 失礼いたします。 

  まず、３学期制の移行に関しては皆様のご意向に従って有効に学校

としても進められているということで、今お話を伺って私としても安

心したところではございます。２学期制も２学期制なりのよさはあっ

たとは思うんですけれども、そのよさを生かしながら、その適正に順

調に移行できているということは、私たちとしても実感しているとこ

ろですので。今後も進めていきたいというふうに思っております。 

  それから、定期テストの件につきましては、学校長の裁量による教

育課程権ではございますけれども。さまざまなお考えがあると思うん

ですね。定期テストをやったほうがいいという意見もあれば、日ごろ

の授業が大事だから、その分をテストでとられるのはという考えも当

然ありますので、そのあたりはこの実情に合わせてどちらがいいのか

ということは私どもと、また学校とでも協議をして、よりよい方法を

探っていきたいというふうに思っております。 
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  それから、いじめ対策につきましては、本当にこれも今ご指摘があ

ったように、まずは一人で対応するのではなくて、学校として組織と

して対応するということがとても大事ですし、特に中学校においては

一人の先生だけで解決できるいじめ問題というのは、もう今ないとい

うふうに私たちも思っていますので、そこのところは学校から報告が

あった際には、必ず組織として対応していくかどうか、これについて

は確認をしていますし、また学校のほうにもそれは徹底して指導して

いきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○渡部市長 あと、数学の少人数。 

○井上指導室長 少人数。失礼しました。少人数につきましては、基本

的には、やはり数学と英語については今東京都のほうも少人数で実施

を進めているところですので、市としてもそれに対応していきたいと

いうふうに思っておりますけれども。現状、学校によっては教室がち

ょっと少人数展開できるだけの教室がないという学校がございまして、

そこはちょっと悩ましいところで。学校からも少人数でやりたいんだ

けれども展開できる教室がないということで、申請を諦めるというこ

とをちょっと繰り返している学校もありますので。それについては現

状どのように、本当に使える教室がないのかというところもまたあわ

せて学校と相談しながら、来年の準備を進めていきたいというふうに

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。 

  学校の関係については、きのうまでの一般質問でも、学校長の権限

に属することについても、結構、議員さんからもご質問が結構ありま

して。例えば学校校則とかそういうことについてあったんですが。な

かなか教育委員会としても、どこまでで踏み込んでやるかというのあ

ると思うんですけど、一応、課題として受けとめさせていただいて。

どうしても教室が足りないとなると、今度、施設整備の関係も当然出

てきますけれども、そこも含まれて課題として、また各学校と協議を

していただければと思っております。 

  ちょっと時間が押しちゃっていますが、最後に教育長は昨年度は本

市には在籍してなかったんですが、いかがでしょうか。ペーパーとし

てごらんになって。 
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○村木教育長 ４月に就任させていただいて、いろいろな方々とお話を

する中で、東村山の教育の課題は何ですかと、よく聞かれるんです。

これは東村山だからということではなくて、今の日本の教育の課題と

いうことなんだろうなと思っています。 

  東村山に限って見ると、一番の課題は、私自身が課題は見えている

ものの、それをどういうふうにこれから方向を定めて解決を図るのか

という方策が、明確にはまだ定まっていない、それが一番の課題です

とお答えはしています。 

  それは何故かというと、やはり限られた市の財産や予算の中で、い

つも市長がお話をされていますが、学校の老朽化対策、それから最近

の課題として、体育館の空調問題、あるいは児童生徒の通学路の安全

確保、通学路だけではなく、いわゆる学校で子ども達を預かっている

限りにおいての安全確保、これはハード面だけではなく、いじめや不

登校を初めとした、課題を受けてということだと思います。 

  そういった中で、どうやって優先順位を付けて、具体的な策を考え

ていくのかというのは、これはやはりいろいろな方々の意見を聞きな

がら、そして調整を図って進めていかなければいけない。全体におけ

る最適な方策というものを、市長も全体最適の視点を管理職にはもっ

てほしいというお話をされますけれども、これは学校長においてもそ

うだと思っています。私自身もそうじゃなきゃいけないなと思います

が、学校を預かる学校長に対しては、特にそういう期待をもちながら、

お話をしていかなければいけないと思っています。 

  一つだけ、具体的な今後の展開として、ここで改めてお時間をいた

だいて、お話をさせていただきたいことは、東村山らしい取り組み、

これは改めて各学校においては、それなりに価値付けをしていくこと

が大事だと思いますが、先ほど来、委員の皆様からもお話がありまし

たように、とてもすばらしいスローガンを立ち上げていらっしゃる。

「地域の子供は地域で育てる」、このことはとても当たり前のことな

んだけれども、そういったコミュニティーを大事にされ、それのみな

らずコミュニケーションをとても大事にしている、数値化することは

できませんが、他の自治体を経験している者として、そして現在、他

市に住んでいる者として、とても強くそういった印象を感じています。

ですから、「地域の子供は地域で育てる」活動を通して、どうすれば

東村山の子供たちが将来、市のさまざまな取り組みに関わるような人
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材になってくれるのか。あるいは国や世界のリーダーとして活躍して

くれるには、どういったことを９年間でやっていけばいいのかという

のを、本当に具体的に考えていかなければいけないと思っています。 

  そういう意味では、非常に課題も多く、しかしながらスピード感を

もってやっていかなければならないので、そういう難しさというもの

があると思っています。 

  市議会の一般質問の中にもありましたけれども、やはり学校施設の

中に今、児童クラブ、あるいは児童放課後子ども教室、さらには土曜

講座、これらは所管が異なるわけですけれども、土曜講座や放課後子

ども教室は教育委員会の社会教育課が主管で進めています。児童クラ

ブにおいては子ども家庭部。しかし、保護者の視点から見ると、子ど

も達を預かってくれるというそのスタンスで考えると、やっぱりどこ

が所管してるかということは全く気に止めないわけですよね。ただ、

安全に預かってもらえる、そこでどんな取り組みが行われているかと

いうことについては、お金がかかる、かからないことも含めて、非常

に関心は高いと受け止めていますので、本市においては横の連携がス

ムーズに行われてますけれども、もっと包括的に考えていかなければ

いけないという課題を議会を通しても改めて感じているところです。 

  少し長くなりました。以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  さまざまご意見をいただいたところでございますし、課題、あと一

定の成果も見えてきたところでございますので、これらを踏まえて、

また来年度に向けて、どのように取り組んでいくか。これから１０月

になると今度は来年度の予算編成作業を我々もしなければなりません

ので、それこそ先ほどお話ありましたさまざまな課題の中で、どこを

重点的に予算化をして推進をしていくのか、施設整備もありますし、

人的な強化もしなければならない分野もありますので、それらについ

てはきょういただいたご意見等も踏まえながら、整理をさせていただ

きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  ありがとうございました。 

  次に、その他ということで報告事項がございますので、企画政策課

長よりお願いしたいと思います。 

○笠原企画政策課長 それでは、事務局より１点ご報告をさせていただ
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きます。 

  去る８月２２日に東村山市表彰審査会を開催させていただきまして、

このたび、平沢保治氏に東村山市民栄誉賞をお送りすること決まりま

したことをご報告申し上げます。 

  平沢氏におかれましては、多磨全生園入所者自治会会長といたしま

して、人権の森構想の推進、そしてハンセン病への正しい理解の普及

啓発のため、全生園や語り部活動等を全国で行われ、命の大切さ、人

権のとうとさを長きにわたり、市内外の数多くの方に伝え続けておら

れます。また、長年にわたり、市内小中学校の児童生徒へ、いじめや

差別はいけないことであるという人権教育を直接行っていただいてお

り、児童生徒の豊かな心を育成する上で、多大な貢献をいただいてお

ります。 

  ことし、多磨全生園は創立１１０周年を迎えるとともに、先日、東

京２０２０オリンピック聖火リレーのセレブレーション会場に決定さ

れるなど、現在、多摩全生園は大きな世界的注目を集めているところ

でございますことからも、困難を乗り越えながら人間の尊厳と生きる

ことのすばらしさを発信し続ける平沢氏のこれまでのご功績に敬意と

感謝を表しまして、東村山市民栄誉賞をお送りし、来る９月２７日金

曜日に贈呈式を行ってまいりたいと存じます。 

  既に教育委員の皆様にはご案内状を秘書広報課よりお送りさせてい

ただいておりますが、皆様、ご多忙中とは存じ上げますが、ぜひ、ご

出席のほどよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○渡部市長 ということで、多磨全生園開設１１０周年を機に、これま

での長きにわたる平沢さんのご功績に対して、市としても市民栄誉賞

を贈らせていただきたいということで、今ご報告のあったような日程

で上程式を行いますので、ぜひ、皆様にもご出席をいただきたいと思

っております。 

  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。 

○櫻井委員 不勉強で申しわけないですけど、市民栄誉賞というのは、

今までどのぐらいの受賞というか該当がいたのですか。 

○笠原企画政策課長 文化、芸能、スポーツ等でさまざまな面でご活躍

いただいた方、４名の方だと思います。 

○渡部市長 これまで贈呈させていただいた方は、将棋の女流名人にな
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られタイトル獲得されたことがある清水市代さんや、パラリンピック

に出場してメダルをとられた要田美紀さん、それから昨年度、先ほど

の取り組みの中にありましたけれども、車いすバスケットボールのエ

キシビションを産業まつりで行っていただいたんですが、やはりパラ

リンピックのバスケットボール日本代表としてシドニー等でメダリス

トになられた上村知佳さん、尺八で人間国宝をおとりになっておられ

た青木鈴翁先生がこれまで栄誉賞を贈らせていただいているという記

録が残っております。私が市長になってからは、市民栄誉賞を贈呈す

るのは初めてということになります。 

  よろしいでしょうか。 

  今のお話につなげて申し上げると、先ほどちょっとお話ありました

ように、来年７月１４日がオリンピックの聖火リレーが当市で行われ

て、その日の聖火リレーの最終到着地で毎晩セレブレーションという

到着をお祝いをするイベントが行われるんですけれども、東村山市が

７月１４日最終到着地ということで、多磨全生園でセレブレーション

が行われることになりました。 

  今回は東京は全区市町村でリレーが行われるということで、トータ

ルで１５日間行われるんですが、１９６４年の昭和３９年のオリンピ

ックでは、お聞きしているところでは３日間ぐらいしか東京ではリレ

ーが行われていないので、前回は残念ながら東村山ではリレーは行わ

れておりません。何か大体甲州街道沿いの自治体だけだったように伺

っております。初めてリレーも行われ、しかもオリンピックやパラリ

ンピックの会場そのものも市内に今回もございませんので、恐らく市

内でオリンピックに絡む唯一の公式行事として行われるのが聖火リレ

ーとこのセレブレーションということになります。 

  ぜひ、多くの市民の皆さん、特にやはり次代を担う小中学生には参

加をしてほしいなというふうに思っておりますので。また、これは教

育委員会、各学校ともちょっと７月１４日、どのように児童生徒に参

加していただけるのかということについては、ちょっとまた相談をさ

せていただきたいというふうに考えておりますので、ぜひ、教育委員

の皆様にもご承知おきをいただいて、ぜひ、教育委員の方々にもご出

席をいただきたいと思います。 

  恐らく世界でもハンセン病の療養所でセレブレーションが行われる

のは初めてのことではないかというふうに思います。日本では初めて
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だということですし、恐らく世界でも多分初めてなんじゃないかなと

いうふうに思いますが。いずれにしてもまさにこの間、命と心の人権

教育を推進をしてきた本市としても、内外に多磨全生園の存在、ハン

セン病の歴史、そして正しい理解とやはり命と人権の大切さというこ

とをオリンピックを通じて発信をする非常に大きな機会だというふう

に捉えておりますので、皆さんの力をいただいて、ぜひ、所期の目的

を達成し、成功させたいというふうに念願をしておりますので、皆様

のご協力のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  報告事項は以上でよろしいんでしょうか。 

○笠原企画政策課長 次回の会議日程でございますが、令和元年１０月

２日水曜日、場所は本日と同じマルチメディアホールで９時から開催

させていただきたいと思います。議題といたしましては、前回第１回

でご承認いただきました令和２年度いじめ防止等のための基本方針の

策定２回目の協議とさせていただきます。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。 

  委員の皆様のほうから特になければ、これにて第２回総合教育会議

を閉会したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、ありがとうございました。これをもちまして、令和元年

度第２回東村山市総合教育会議を閉会といたします。ご苦労さまでご

ざいました。ありがとうございます。 

午前１０時２０分 閉会 

 




