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令和元年度第５回東村山市総合教育会議会議録 

 

○令和２年２月５日（水）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。（６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 田 中 宏 幸 経営政策部長 間 野 雅 之 

教育部次長 平 島 亨 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 企画政策課主査 秋 山 剛 

児童課課長補佐 竹 内 陽 介 児童課主査 羽 生 孝 明 

○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 議題 

  東村山市いじめ防止等のための基本的な方針の策定について 

  多磨全生園と人権教育について 

４ その他 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○笠原企画政策課長 それでは、おはようございます。第５回目の東村

山市総合教育会議を始めさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 市長、よろしくお願いいたします。 

○渡部市長 おはようございます。ただいまから、令和元年度第５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、議題に入ります前に、本日の会議の内容と配付資料の確

認を事務局よりお願いいたします。 
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○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

議題といたいましては、東村山市いじめ防止等のための基本的な方針

の策定について、二点目といたしまして多磨全生園と人権教育につい

てを議題とさせていただきます。 

  なお、資料につきましては、配付資料一覧をご確認の上、不足等ご

ざいましたら、事務局までお願いいたします。 

○渡部市長 資料の過不足はございませんでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、早速ですが、本日の傍聴者について、委員の皆様にお諮

りいたします。 

  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。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特段、ご異議がございませんので、そのようにさせていた

だきます。また、会議途中で傍聴希望者が来た場合にも、同じように

入場を許可いた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 特にご異議ございませんので、そのようにさせていただき

ます。 

  また、本来ですと傍聴人の定数は１０名となっておりますが、本日

は会議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

れますが、席がある限り傍聴を許可するという形とさせていただきた

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 特にご異議がございませんので、それでは傍聴を認めたい

と思います。 

  事務局より傍聴者の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 傍聴者希望者の方は７名いらっしゃいます。それ

では、入場をお願いします。 

 

午前 ９時０３分 休憩 
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午前 ９時０５分 再開 

 

○渡部市長 それでは、会議を再開いたします。 

  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、お手元にご配布しております「傍聴者の方へ」の内容を

遵守していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  それでは、改めまして、皆様、おはようございます。本日は、２０

２０年、令和２年に入りまして、初めての東村山市総合教育会議とい

うことでございます。教育委員の皆様におかれましては、本年もどう

ぞよろしくお願い申し上げる次第でございます。 

  また、昨年１年、東村山市の教育の充実、発展のために、教育委員

の皆様には、大変なご尽力をいただきましたことに、この場をおかり

いたしまして、厚く御礼を申し上げさせていただきます。 

  さて、既に、皆様ご案内かと存じますが、多磨全生園入所者自治会

の平沢自治会長の奥様の範子様が、２月３日、月曜日の午後６時２７

分にご逝去されました。 

  範子様におかれましては、昨年、学校図書の充実へと多額のご寄付

をいただくなど、常に東村山市の人権施策や人権教育に多大なるご理

解とご協力を賜ってきたところでございます。 

  この場をおかりし、ご報告をさせていただくとともに、心よりご冥

福をお祈りするものでございます。 

  さて、１２月５日に開催をいたしました前回の総合教育会議では、

１１月に実施したいじめ防止等のための基本的な方針のパブリックコ

メントのご意見をご報告させていただくとともに、それらの意見を踏

まえ、再度方針の内容について、各委員からご意見を頂戴したところ

でございます。 

  本日の会議では、パブリックコメントのご意見や前回総合教育会議

での皆様方からのご意見を踏まえ、事務局のほうで再度方針を修正し

た部分がございますので、まずはその部分を報告させていただき、そ

の後、また教育委員各委員からご意見を頂戴して、本日をもって方針

について最終決定とさせていただきたいというふうに考えております

ので、ぜひご協力のほどよろしくお願いをいたします。 

  また、残りの時間で多磨全生園と人権教育について、教育委員会並

びに市長部局の順にご報告させていただき、来年度に向けて皆様のほ
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うからご意見、ご指導がございましたら承らせていただきたいという

ふうに考えております。 

  限られた時間ではございますが、本日の議論が東村山市の教育の発

展に大きく貢献することを願いまして、ご挨拶とさせていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、早速次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

  議題でございます。東村山市いじめ防止等のための基本的な方針の

策定についてを議題とさせていただきます。 

  事務局より、説明をお願いいたします。 

○東企画政策課主査 企画政策課の東でございます。よろしくお願いい

たします。  

  それでは、昨年１２月５日に開催された第４回総合教育会議でご協

議いただきました東村山市いじめ防止等のための基本的な方針（案）

について、会議後からの方針の変更点についてご説明させていただき

ます。  

  本日お配りした資料１－１、東村山市いじめ防止等のための基本的

な方針（案）と、資料の１－２、第４回総合教育会議時点からのいじ

め防止等のための基本的な方針の変更・追加点の資料をもとに説明を

させていただきます。  

  それでは、資料１－２をご覧ください。一つ目の変更点から説明し

ていきます。  

  ページ番号・項目の、巻頭言のところです。いじめ防止対策推進法

においては、いじめ防止の取り組みの主体者は地方公共団体とされて

いることから、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の市議会政策研究会からのご提言を

受け、これまで教育委員会が主体となり策定しておりました東村山市

いじめ防止等のための基本的な方針を、今年度よりこの総合教育会議

の議題とさせていただき、市長部局も主体的に関わり、策定を進めて

まいりました。  

  パブリックコメントのご意見の概要としましては、今回の方針策定

のきっかけについて、明記されていないため、国のいじめ防止対策推

進法が施行してから６年経過した今、市も加わって主体的に策定する

ことになったかについて、明確ではないとのご意見でした。  

  オール東村山でいじめを防止していく上でも、方針策定のきっかけ
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については明確にする必要があると考え、冒頭の巻頭言の中で明記を

いたしました。資料１－１のほうになりますが、１枚めくっていただ

いて裏面の巻頭言のところ、いじめで泣く子を出さないためにの中で、

この方針策定のきっかけについて明記をさせていただきました。  

  続きまして、２点目の変更点になります。ページ番号・項目Ｐ９⑤

重大事態発生時のフロー図についてです。９ページの重大事態発生時

の対応フロー図についてです。パブリックコメント時の図では、⑨の

議会への再調査結果の報告が最後の段階に見える図になっておりまし

た。しかしながら、国のいじめ防止対策推進法３０条の５項では、

『再調査結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係

る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のた

めに必要な措置を講ずるものとする。』となっております。従前のフ

ロー図では、重大事態への対応の終着点が議会への報告のように誤解

を与えかねない図になっていたため、再調査結果後の措置について、

⑩として図に記載をさせていただきました。  

  続きまして、３点目の変更点になります。いじめ解消の判断につい

てです。こちらのご意見については、同様の趣旨のご意見を前回の総

合教育会議の中でもいただきました。ご意見にあるように、いじめの

未然防止はもちろんのこと、起きてしまったいじめへの対応について

も本方針では定めていることから、いじめ解消の判断の明記が必要で

あると考え、資料１－１の８ページの「③の迅速に対応するため」に

の最後のところに、いじめ解消の判断について明記をさせていただき

ました。  

  いじめへの対応に当たっては「仲直りした」「謝罪が済んだ」「楽

しそうに会話する姿が見られるようになった」など、表面的かつ安易

な判断により、いじめが解消したとして、被害の子供への対応を終え

てしまうことがあってはならないため、当該行為が止んでいる状態が

相当の期間継続していることを踏まえ、学校いじめ対策委員会が子供

の状況等を総合的に検討した上で、校長が判断すると記載しました。  

  続きまして、４点目の変更点になります。資料１－２の裏面の２ペ

ージ目をご覧ください。本方針の検証と改善についてです。  

  資料１－１の１３ページをご覧ください。（４）にあるように「学

校いじめ防止基本方針」についての検証と改善ということで項目が記

載されておりますがパブリックコメント時には本方針の検証と改善の
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項目がございませんでした。本方針そのものについても「学校いじめ

防止基本方針」同様、検証と改善という項目が必要になるのではとい

うご意見でしたが、こちらについても前回の総合教育会議で同様の趣

旨のご意見を頂戴いたしました。  

  これらのご意見を踏まえ、方針の９ページのところの、先ほどのフ

ロー図の下のところになりますが、本方針についても検証と改善の項

目を追記いたしました。記載のとおり、国のいじめ防止対策推進法や

いじめ防止等のための基本的な方針、東京都のいじめ防止対策推進基

本方針の見直し状況等を勘案し、変化に応じながら本市の状況に合っ

た見直しを適宜行ってまいりたいと考えております。  

  最後の変更点になります。  

  資料１－２の総合教育会議での意見の概要という段に移りますが、

こちらの一つ目になります。重大事態か否かの判断になります。第４

回の総合教育会議において実際にどこまでの範囲を重大事態と想定し

得るか、もう少し明確になるとよいとのご意見を頂戴いたしました。

このご意見を踏まえ、国のいじめ防止等のための基本的な方針を参考

に、判断基準のケースの一例を方針の５ページのいじめ問題調査委員

会の①に明記いたしました。  

 こちらの判断基準のケースの内容につきましては、第四回の総合教育

会議で統括指導主事のほうから説明いただいた内容と同様のものにな

ります。  

  雑駁ではありますが、前回の会議後からの方針の変更、追加点は以

上となります。  

○渡部市長 説明が終わりました。本件につきまして、ご質問、ご意見

ございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。  

  當摩委員さん。  

○當摩委員 大変、ご丁寧なご説明ありがとうございました。二点ほど

確認させていただきたいんですが、まず、９ページのフロー図ですが、

ここのところでこうしたところに帰着点を加えてくださったというこ

とですね。それで、そこに多分⑩という形で、これも、ああ、そうだ

よねと思うんですが、本当にちゃんと確認をさせていただいて、６と

いうことの中で、教育委員会が同時に学校と市長に同時的な流れとし

てここで説明するというフローチャートと見ていいのでしょうか。  

  まず一点、ここで。  
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○渡部市長 事務局お願いします。  

○東企画政策課主査 基本的には同じタイミングで報告をする形になり

ます。  

○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。本当に、こうしたことが一応流れ

として一つの指針となっていると、起きてはいけないことですけど、

もしや万一起こった場合に、このところにまず戻って方針を考えられ

ているということは、大変これは貴重なことだと思っております。  

  もう一点なんですけれども、ちょっと読み込んでまいりまして、１

３ページ最後の部分です。そこの中ほどのところの③のエとカのとこ

ろです。加害の子供の更生に向けた指導及び支援ということで、具体

的にエでは別室での学習の実施とか、カでは出席停止によるというよ

うな、こういう文言が出ているんですけれども、こうしたことを記載

しておくということの必要性というのをどのように捉えればよろしい

のかなというふうな、ちょっとそこの部分の質問になります。  

○渡部市長 鈴木統括指導主事、お願いします。  

○鈴木統括指導主事 指導室統括指導主事の鈴木でございます。本質問

についてお答えさせていただきます。  

  加害生徒の更生に向けた指導の中で、加害の子供が指導を継続的に

行っているのにもかかわらず、被害の子供や周囲の子供の学習を妨げ

たり、あるいは状況に改善が見られないと判断した場合には、校長に

よる戒告等の懲戒を加えることができます。その中で、学校として指

導を継続しても、なお改善が見られなかった場合における措置、被害

の子供の安全と不安を解消するための措置として、明記しております。  

○渡部市長 よろしいですか。  

○當摩委員 ありがとうございました。以上です。  

○渡部市長 ありがとうございます。そのほか、皆様方のほうからご質

問、ご意見があれば。検証と改善という１項が設けられたので、今後、

何かあれば検証して改善するということになりますが、一応今日で方

針のほうはご意見をいただくのが最後かなと思いますので、何かあり

ましたらお気づきの点、ご発言をお願いしたいと思います。  

  教育長、どうぞ。  

○村木教育長 パブリックコメントを受けた本当に丁寧な見直し、そし

ていろんな表記について苦心の跡が伺えると思っています。  



８ 

  方針のみならず、全国の教育委員会、各自治体でさまざまな工夫を

講じながらいじめの対策を行っている中で、本当に残念な報道が出て

います。また、当事者、これは被害者のみならず、加害者も含めて、

健やかに成長するまでに至っていない事案があることについて、すご

くショックを受けることがあります。今回、パブコメの中で、まさに

市長から触れていただいた検証と改善の視点、それを明記していただ

いたことによって、時代が変われば、対応も変えざるを得ない、そう

いった困難さが出てくると思うので、こういったものを作ったことを

しっかりとつないでいく役割がこの会にもあると思っていますので、

９ページの（４）検証と改善という文言を残していただいて、明記し

ていただいたことは、とてもありがたいことだと思っています。これ

を受けて、教育委員会のみならず、直接子供たちと関わっている学校、

教職員が高い意識を持って子供と接していくということが大事だと思

っております。  

○渡部市長 ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。  

  実は、昨日も青少年問題協議会が開催をされまして、その中でも若

干いじめのことが話題となりまして、近年の傾向としてはなかなか解

決に至らないというか、何をもって解決、終結というのかというとこ

ろも、なかなか被害児童・生徒、その保護者と、加害児童・生徒とそ

の保護者との間のなかなか和解に至らなかったりする傾向があって、

学校現場、教育委員会でも苦慮しているというようなお話がありまし

たけれども、とはいえ、一応、まずは重大な事故、事件につながらな

いように何とか早期に発見し、早期に、解決に至らないまでも介入を

して、事態の鎮静化に努めていくということがやはり重要なのかなと

いうふうに昨日のお話等も聞いていて思ったところでございます。  

  学校現場の先生方も大変なご苦労があろうかと思いますけれども、

市長部局としてもできる限りの支援、バックアップをしながら、全庁

的にあるいは、地域の皆様にもご協力いただきながら、巻頭言にあり

ますように、いじめで泣く子を出さない東村山にするために、皆さん

で力を合わせていければなと考えておりますので、一応、これまでの

議論を踏まえて、本日皆さんのほうで、もうこれ以上発言がないとい

うことであれば、本日でこのいじめ防止等のための基本的な方針を決

定とさせていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。  

  先生、どうぞ。  
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○小関委員 ありがとうございました。本当に大変なお仕事だったと思

いますが、しっかり整理していただいたと思います。ただ、文言の整

理なんですけど、児童・生徒というところ、子供というところ、それ

から生徒だけというところがあるんで、例えば、もう簡単に言っちゃ

うと、先ほどの１３ページのちょうど當摩委員さんのご指摘のあった

真ん中ですね、③のカ、これは生徒だけになっています。それからあ

とは子供が半分くらい、児童・生徒というところがあって、そこは文

言の整理があったほうがいいかなと思います。よろしくお願いいたし

ます。  

○渡部市長 ほかに文言等で気になる点ございませんでしょうか。  

  じゃあ、今、小関委員からご指摘のあった件については、文言を統

一するということで、最終的なチェックは私と教育長にお任せをいた

だくということで、それを除いて本日決定とさせていただくというこ

とで、よろしいでしょうか。  

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  それでは、一部文言の整理をさせていただいた上で、本日の会議で

基本的な方針についてはご決定をいただいたということにさせていた

だきたいと思います。 

  長きにわたりまして、ご討議をいただきましたことに心から感謝を

申し上げたいと思います。ただ、方針をつくること自体が目的ではご

ざいませんので、これに沿っていじめで泣く子を出さないようにする

という取り組みをさせていただきたいと考えておりますので、よろし

くお願いします。 

  それでは、本日二つ目の議題であります多磨全生園と人権教育につ

いてを議題とさせていただきます。 

  それでは、先に教育委員会から取り組み状況等について、ご報告を

お願いいたします。 

○鈴木統括指導主事 それでは、初めに指導室より、本市教育委員会の

取り組み及び市内小中学校の人権教育の取り組み状況についてご報告

をさせていただきます。着座にて失礼いたします。 

  資料２－１、東村山市人権尊重の理念を基盤とした教育についてを

ご覧ください。 

  当市教育委員会では、教育目標を達成するための基本方針の第一に
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人権尊重の精神と社会貢献の精神の育成を位置づけており、人権尊重

の理念を基盤とした教育の推進は当市が誇る特徴的な施策となってお

ります。本日は、その取り組みについてご報告をさせていただきます。  

  初めに、１、東村山市いのちとここの教育週間について、ご説明し

ます。資料２－２、「東村山市いのちこころの教育週間」リーフレッ

トをご覧ください。 

  平成１４年１月２５日に発生いたしました事件以降、このことを重

く受けとめ、次代を担う子供たちに、「自他のいのちの大切さ」、

「他者を思いやる心」を培うために、関係地域、学校行政が互いに連

携した、いのちとここの教育を推進し、現在に至っております。 

  その取り組みの一環として、毎年２月１日から２月７日までの１週

間を「いのちこころの教育週間」と位置づけ、学校・家庭・地域・行

政が一体となって子供たちの健全育成について考え、具体的な実践に

取り組む機会としています。 

  本リーフレットは、この事件を風化させることなく、児童・生徒や

学校関係者、広く市民の皆様にも受けとめていただくため、本週間に

先立ち全教職員、保護者に配布し、ホームページにおきましても公開

をさせていただいております。 

  子供たちにいのちの大切さ、また他者を思いやる心を培うことは、

子供たち自身の生命や生存が保障され、子供にとって最大の利益を踏

まえることを規定している「子どもの権利条約」とも大きな関連があ

ることと捉え、改めて本リーフレットにも明記をさせていただいてい

るところでございます。 

  次に２、ハンセン病資料館及び多磨全生園等、各施設活用のための

環境整備についてご報告いたします。資料２－３、平成３０年度人権

課題ハンセン病、各学校の取り組み状況についてをご覧ください。 

  市内小中学校では、各学校の人権教育年間指導計画に基づき、国立

療養所多磨全生園を訪問したり、ハンセン病回復者の方からお話を伺

ったりする等、ハンセン病資料館の見学等を通して、ハンセン病の理

解や全生園の歴史、人権、偏見差別の解消に向けた取り組み等につい

て学習をしています。特に、心の寺子屋プロジェクトとして、當摩委

員のご尽力により、平沢保治氏の講演や山吹舎における体験活動など、

各学校の実情に合わせた取り組みを支援していただいております。 

  さらには、平成３０年度より、中学校において、映画「あん」の鑑
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賞会を行い、発達段階に応じた人権学習の深い学びに向けて、支援を

しているところでございます。中学校におきましては、多磨全生園や

ハンセン病資料館、もう小学校のときに訪問したその経験を踏まえて、

映画「あん」の鑑賞をすることによって、さらに心に深くとどめてい

くといった深い学習を推進しております。  

  続きまして、３、東村山市人権教育推進委員会及び４、職層研修や

定例訪問における研修の実施について、ご説明いたします。  

  東村山市に採用されたり、あるいは異動してきた教員にとって、本

市が進めている人権教育を理解してもらうための取り組みとして、教

員研修の充実を図っております。ハンセン病資料館や山吹舎のフィー

ルドワークを通し、実際に教員自身が見学したり、体験したりするこ

とで、自ら感じたことや考えたことを大切にし、教員自身が子供たち

とともにこの問題を考えることが重要であると捉えております。  

  また、教員にとって、このような機会を得ることは、たとえ東村山

市から異動し、他の地区へ転出したとしても大変貴重な経験であると

捉えており、初任者研修、また１０年経験者研修など、節目節目の研

修のテーマとして、ハンセン病を位置づけているところでございます。  

  最後に、５、生徒会サミット及び市民の集いについて、ご報告いた

します。生徒会サミットは令和元年１２月２６日に、市内全中学校の

生徒会役員が児童に対し実施いたしました。ことしのテーマを「我が

まち 東村山市の未来に向けて！～オリンピック・パラリンピック教

育の学びを通して東村山の将来を考える～」と位置づけ、各学校の取

り組みについて発表しました。中でも東村山第五中学校では、生徒会

役員が全生園を訪問し、平沢氏のインタビューを行い、平沢氏から夢

を持つことの大切さや他者を思いやることの大切さを伝えられ、平沢

氏の言葉を全校生徒に伝える取り組みについて発表がございました。  

  また、令和２年１月２６日に開催された市民の集いにおいても、本

報告を行い、生徒会の活動を価値づけることにより、自主的、自立的

な活動場面をふやし、生徒会の取り組みを広く市民に周知することが

できました。  

  このように、人権尊重の理念を基盤とした教育の取り組みに向けて、

当市教育委員会といたしましても、今後も各学校の特色ある取り組み

をさらに支援してまいりたいと思います。  

  指導室からは、以上でございます。  
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○渡部市長 ありがとうございます。  

  続きまして、それでは市長部局での取り組みをお願いいたします。  

○笠原企画政策課長 改めまして、企画政策課長、笠原ございます。市

長部局からの取り組みにつきまして、私のほうからご報告をさせてい

ただきます。  

  当市の人権施策につきましては、主に市民部、経営政策部、人権教

育につきましては教育部で担当しておりますが、本日は多磨全生園に

スポットを当てておりますことから、経営政策部企画政策課での取り

組みを中心にお話をさせていただきます。  

  それでは、資料３－１から３－３に基づきまして、令和元年度に実

施、また今後予定しております人権の森構想推進事業につきまして、

ご説明をさせていただきます。お手元に配付させていただいておりま

す資料３－１、３－２をご覧ください。  

  初めに、昨年の４月７日にお行われました多磨全生園「人権の森」

散策ツアーでございます。この事業は、平成２７年度から開催してお

り、ハンセン病資料館の学芸員の方にハンセン病の概要や国立ハンセ

ン病資料館や多磨全生園の背景、歴史についてガイダンスを行ってい

ただいた後、市民団体の方々のボランティアのご協力をいただき、園

内を散策するプログラムでございます。例年、市内外から５０名程度

の方にご参加をいただき、桜の見ごろを迎える中、多磨全生園の歴史

や史跡をめぐる園内散策は非常に好評をいただいております。  

  続きまして、平成１７年度より開始しております多磨全生園清掃ボ

ランティアでございます。平成２５年度より年２回の開催に増やさせ

ていただき、今年度は５月１０日に第１回を行い、第２回につきまし

ては、来月、３月１４日、土曜日に予定をしております。市職員や多

磨全生園の職員など関係者を合わせて４５名ほどでスタートした、清

掃活動ではございますが、今では地元の少年野球チームや少年サッカ

ーチームの子供たち、そのほか、市外なども含め、１００名超えるボ

ランティアの方がお集まりいただいております。  

  続きまして、６月１日、土曜日に開催いたしました本年度の第１回

語り部講演会でございますが、こちらは１回目を西東京市の柳沢公民

館で開催いたしました。第２回目につきましては、１２月７日、土曜

日に国立ハンセン病資料館で開催いたしました。両日ともＤＶＤ「ひ

いらぎとくぬぎ」の上映と、多磨全生園入所者自治会会長、平沢保治
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氏による講演を行いました。当講演は、ハンセン病回復者の生の声を

聞くことができる貴重な機会であると考えており、平成２８年度から

は、近隣市にもご協力をいただきながら、療養所所在自治体のみなら

ず、そのほかの自治体にも普及啓発をしていくことが重要と考え、幅

広く事業展開をしております。  

  続きまして、多磨全生園を学ぶ講座でございます。こちらの講座に

つきましては、例年複数回の講座を通じ、さまざまな角度から多磨全

生園について考えていただく機会にしていただくべく、平成２８年度

より開始した事業でございますが、今年度は多磨全生園開園１１０周

年記念事業といたしまして、親子で学ぶ多磨全生園と題し、人権の森

構想推進事業では、初めて小学生とその保護者を対象としたイベント

を実施いたしました。ＮＰＯbirthの皆様のご協力のもと、多磨全生

園内の植物や生き物、史跡等を楽しく学べるプログラムを実施したほ

か、ハンセン病資料館職員によるガイダンス、平沢会長による語り部

など、子供たちと平沢会長の交流を交えながら多磨全生園について知

っていただくことができたと考えております。  

  最後に、映画「あん」上映会及びトークショーでございます。こち

らは、平成２９年度に実施し、大変ご好評いただいたイベントでござ

いますが、今年度も多磨全生園開園１１０周年記念事業といたしまし

て、来月２月２９日に再度実施いたします。今回は、映画の監督でご

ざいます河瀬直美監督、そして主演を務めていただきました永瀬正敏

さんをゲストにお迎えし、上映会及びトークショーを実施いたします。

今回も中央公民館で開催いたしますが、定員を大きく上回る全国から

約１，０００名の方の応募を頂戴しているところであり、当日を心待

ちにされている方が大勢いらっしゃることと考えております。  

  資料３－３をご覧ください。こちらは、参考資料となりますが、こ

れまで人権の森構想推進事業の歴代、平成１７年度からの取り組みに

おける参加者数の一覧でございます。平成１７年から推進してまいり

ましたが、これまでの１５年間、さまざまなイベントや回数などをふ

やしてまいりましたが、延べ４，０００名近い方にご参加をいただい

ているところでございます。  

  また、本年の７月１４日につきましては、既にご案内のとおり、東

京オリンピック聖火リレーセレブレーションの会場といたしまして、

多磨全生園が選ばれたことにつきましては、ご案内のとおりでござい
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ます。聖火リレーのセレブレーションが「人権の森」構想を推し進め

る多磨全生園で開催されますことは、大変意義深いことであり、全員

が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承という東京２０２０オリ

ンピック大会ビジョンを最も具現するものではないかと考えておりま

す。大会ビジョンにも掲げられております世界にポジティブな改革を

もたらす契機になるものと我々は確信しております。当日は、会場に

お集まりの方や、国内外の多くの皆様に改めて命と平和の尊さ、人間

としての尊厳や人権の大切さを強く訴え、差別のない未来に向かって、

大きな東村山市のレガシーとして喜びや感動が心に残るような１日と

なるよう、全庁一丸となって取り組んでまいる所存でございます。  

  各事業を通じまして、一人でも多くの方にハンセン病や「人権の

森」、多磨全生園に関して理解を深めていただきますよう事業を継続

してまいりたいと考えております。  

  市長部局からの説明は、以上でございます。  

○渡部市長 教育委員会並びに市長部局からの多磨全生園と人権教育等

についての説明をさせていただきました。  

  それでは、ただいまのご報告、説明につきまして、ご質問やご意見

がありましたら、お聞きをさせていただきたいと存じますが、いかが

ですか。  

  感想程度でも、もしございましたら、當摩委員さん、いかがでしょ

うか。  

○當摩委員 お二方、いろいろ丁寧なご説明、どうもありがとうござい

ました。私も、山吹舎の開放というのも、この令和元年度で６年目に

なって、させていただいておりますが、当初は本当に子供たちにとっ

てどんなことが一番全生園の中で、当時生活していた方々の生活に寄

り添えるだろうという、そんな活動から自治会にお願いいたしまして、

山吹舎を本市の子供たちが学校単位で見学したいときには、話をさせ

ていただいていいだろうかとか、そんなお話から初めはさせていただ

きまして、実際に、まず山吹舎を見てもらう前には、必ず当日、当日

どうしても時間がない場合は前日に、全部中の掃除をいたします。そ

れは、今どきの子供たちという言い方はいけないと思うんですが、や

はりどうしても木造の建物でございますので、いわゆるゴ何とか何と

かという４文字の虫ちゃんが出入りしてたり、すき間から。それから

すき間風でほこりがついていたりして、そうすると子供たちはやっぱ
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り、もし、そこが汚かったりするときは、靴下で入ったときに白い靴

下の底が真っ黒になったりしたら、まずそのことだけで、えっという

ような気持ちが生まれてしまうのではないかという、そんな大人心の

中で、本当にいつもきれいな状態で見てもらっています。特に、お入

りになった方はおわかりになると思いますけど、１２．５畳の和室に

成人男子が８人でみんな生活していたんですよね。だからみんな、ほ

ら、畳きれいだから寝っ転がって天井の高さを見てごらんと、みんな

やっぱりこういうところに隣に、ずっと違ったところで生活していた

人と一緒になるんだよ、そうするとやっぱりプライバシーってないの

よね、そんなことを子供たちにわかってもらいながら、ただ、その中

で違った環境に行っても、そこでともに生活することを余儀なくされ

た方々も、私たちが一番子供たちに伝えたいと思っていることは、そ

この中での協力して生きていくことのその心なんです。で、そのこと

に関しては、今、東村山の子供たちは大変によく学んでくれたと思っ

ています。  

  市長部局のほうに、ちょっとしたお願いなんですけれども、そうし

た子供たちが学校であえて山吹舎とか見学してくれる機会に、もしお

時間がございましたら、どんなふうに見ているかというのをちょっと

視察していただけるとうれしいなと思っております。子供たちは、と

ても素直です。そして、今、やはり当時の生活していらっしゃった

方々と同じ目線の中でいるのは、できるのは山吹舎しかないんですよ

ね、市長ね。旧図書館は今は入れませんし、ですから、今後、また市

長にもお願いしたいこともございまして、山吹舎の開放というのはな

かなか組織立って、今はもう本当に手狭にやっているんですが、これ

も東村山の子供たちだけがそういう特典を受けていてはいけないとい

うのは、実は私、最初から思っていることでございまして、ぜひ、将

来構想の中に、そうしたものをまた、東村山が発案者となって、外国

規模で広げていただけると、とってもうれしいなと思っています。  

  それと、あともう一つの報告なんですが、先日萩山小学校、１月９

日に見学に来てくれたんですが、そのときに、実は、一昨日ご逝去な

さいました平沢範子さんが、ちょっと危篤の状態だったんです。１月

９日、平沢さんが子供たちにお話しくださるというお約束だったんで

すが、ちょっと無理だねということで、自治会の方にちょっとピンチ

ヒッターでご講演をお願いしたんです。そうしたことも少しずつ、ご
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入所の方々が、自分たちのここでいろんなことをお世話になって、今、

とても安定して幸せだから、そのことの何かの形でご恩返しをしたい

というような、そんなお言葉も子供たちにいただきました。ですから、

私たちが、今が終わりではなくて、このご入所なさっていた方々のご

苦労をどのように伝えていくかは、そこを持つ、全生園の所在地であ

る東村山の一つの責務であるというふうに思っておりますので、今後

もいろいろな方のご尽力いただきながら、子供たちに学んでもらえる

場をつくっていきたいと思います。どうぞ、今後ともよろしくお願い

いたします。  

  以上でございます。  

○渡部市長 ありがとうございます。山吹舎の開放のことを、今後どう

いうふうにしていくかということとか、あるいは語り部の方が本当に

少なくなってきた中で、どのようにそうしたことを継承していくかと

いうのは、非常に大事なことだろうというふうに思っております。あ

りがとうございました。  

  そのほか、いかがでしょうか。  

  先ほど、市長部局のほうからもお話がありましたが、今年は何とい

ってもオリンピック・パラリンピックの年で、オリンピックのほうの

聖火リレーセレブレーションが多磨全生園で行われるという、非常に

エポックメイキングな年かなというふうに思っておりまして、そして、

聖火ランナーとして既に組織委員会から発表になっておりますように、

多磨全生園の入所者自治会の平沢保治会長にランナーを務めていただ

くことになっております。ただ、先ほどもご報告させていただきまし

たように奥様がご逝去されて、非常にお力を落としだということで、

私どもも大変心配をいたしてるところでございますが、ぜひ何とかお

元気になっていただいて、やはり子供たちにこれまで自他の命の大切

さ、そして将来に夢を持つことということをずっと訴え続けてきた平

沢さんにやはり頑張っていただければありがたいなと、そのように思

って、いずれ私もそのこととはご本人にお伝えをさせていただきたい

というふうに考えております。  

  あと、語り部の後継のことについて言いますと、例えば被爆地の広

島、長崎でも実際に被爆された方がどんどん少なくなっている中で、

若い方が引き継いで、実際には体験されておりませんが、そのことを

語り部として活動されるというようなこともお聞きをいたしておりま
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すし、実は多摩地区では国立市が戦争体験の語り部を養成されておら

れて、私も一度お聞きさせていただいたことがあるんですが、当然、

戦争体験が全くない方が、基本的には、直接伺ったケースもあるよう

ですけれども、中にはもう文書というと、文書で残っているものから

語り部をされるというようなケースもあるようなので、その辺も研究

しながら、今後、当市としても回復者の思いを後世にどのようにつな

いでいくかで、やはり映像等での資料、音声での資料も残ってはいま

すけれども、人間が直に人間に語ることの、やはり直接回復者ではな

くても、人間が人間に直接言葉を発して伝えることの、やはり重みみ

たいなものがありますので、その辺については私どもしても今後研究

をさせていただければというふうには考えております。ありがとうご

ざいます。  

  どうぞ、小関先生。  

○小関委員 今、まさに直接の言葉の重みを市長がおっしゃったんです

けど、私ももうかなり前ですが、学校に勤めているときに子供たちと

一緒に全生園に行ったり、平沢さんに学校に来ていただいてお話を伺

ったりということが、かなりたくさんありました。そのときに、本当

に厳しく、しかも過酷な中で、時世をしっかり生きてきた方の、しか

もそれを穏やかに語られる、そういう事実に向き合ったときに、私た

ちがいろんな１００の言葉を言うよりも子供たちが受けとめるという、

その重みが本当に大きいんだということを、毎回毎回実感しました。

子供たちの感性はすばらしいなということがまず、そして本当に穏や

かだけれど、子供たちにやっぱり命の大切さ、生きることの大切さと

いうことを根底に置いて話される平沢さんのお話、それが本当にしみ

通っていったんだなというふうに思っています。そういう点では、ぜ

ひ、これからも平沢さんのお話を子供たちに直接届けていただきなと

いうふうに思うところです。  

  実際に、そういうすばらしい感性の子供たちを伸ばすのはやっぱり

先生たちなので、その先生たちが、本当の人権意識を持っているとい

うことがすごく重要なことだと思うんです。そういう点で、先ほど統

括からお話がありましたけれど、定例訪問のときなどに、教育委員会

の指導主事の先生方が子供一人ひとりをかけがえのない存在として、

本当に大切にして、そして教育していくんだということをきちっとお

話ししてくださいます。それが、すごく大事だな。やはり、人権を学
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ぶ子供たちが人権にあふれた、人権感覚にあふれた先生方に指導され

ることが大事なんだということを本当に深く実感しているところです。  

  それから、もう一つなんですが、今回はハンセン病を課題としての

学校の取り組み状況について取り上げていただいたので、もちろんそ

れぞれの学校にここに、２－３に書かれている以外のたくさんの人権

にかかわる教育活動、指導があるんだと思うんですけれども、やはり

学校には人権教育に関する全体計画というのがあります。それぞれ、

それぞれの学校が自分の学校の実情に合わせて、人権教育全体計画と

いうのを策定しているんです。それを、やはり毎年確認して、そして

実践していく必要があるんじゃないか。やっぱりつくって安心するん

じゃなくて、そこを各学校にもう一回、そういうことを確認していた

だくといいなと思います。で、ハンセン病を学ぶ、それからいろいろ

な人権課題について学ぶという、その双方の往還がやっぱり子供たち

の人権感覚をもうちょっと大きくしていくんだなと思っているところ

です。  

  以上です。  

○渡部市長 ありがとうございます。子供たちが人権感覚を養うと、そ

のことが結果として冒頭議題となったいじめ防止等にもやっぱりつな

がってくることなのかなというふうに思いますので、大上段に振りか

ぶって、人権という形というよりも、本当に自分も人の命も大切にし

ながら、他人、他者に対して思いやりの心を育むということをやはり

基調として東村山市の人権教育をこれからも進めて、何とかいじめ等

がない、そんなことにつながっていけばというふうに思っております。  

  人権教育とは、直接は関係ないんですけれども、実は多磨全生園の

ほうに、この間、園と自治会と市の三者協議が昨年度から立ち上がっ

て、この間、協議をし、昨今の多発する災害を踏まえて、今後多磨全

生園を東村山市民、広くは周辺市も含めてなんですが、災害時の防災

のある種の拠点とさせていただけないかということで協議を重ねさせ

ていただいて、ここで本省の一定のご理解もいただけつつ、近々協定

を取り結ぶ方向で話が進んでいるところでございます。詳細について

は、また確定した段階で、ご報告をさせていただきたいというふうに

考えていますが、かつては、ある意味、忌み嫌われていた場所が、逆

に今度は市民の命を守る場所になるということも、これまたすばらし

いことかなと、そのように考えております。  



１９ 

  特に、全生園と人権教育について、ほかにご意見なければ、以上で

議題のほうは終結をさせていただきたいと思います。よろしいでしょ

うか。  

（  異議なし  ） 

○渡部市長 それでは、次に、４番、その他でございます。報告事項が

あれば、お願いします。 

  児童課、よろしくお願いします。 

○竹内児童課課長補佐 児童課の竹内と申します。私のほうから、報告

させていただきたいと思います。着座にて失礼いたします。 

  令和２年４月１日より、回田小学校、大岱小学校、秋津小学校、北

山小学校の４校の校内に開設をいたします児童クラブの運営事業者の

選定結果について、ご報告をさせていただければと思います。 

  令和２年４月より開設をいたします４つの児童クラブの運営につき

ましては、１０月に行われました総合教育会議の中でもご報告させて

いただきましたが、既に当市第２野火止児童クラブにも導入実績のあ

る指定管理者制度によります公設民営の施設となります。このことか

ら、本年度１０月より事業者の募集及び選定を行いまして、１２月１

９日に東村山市議会の議決をいただき、運営を担う事業者が決定した

ところでございます。 

  まず、回田小学校、秋津小学校、北山小学校の３校の学校内に設置

をする児童クラブの運営を担う指定管理者でございますけれども、株

式会社こどもの森という会社でございます。株式会社こどもの森は、

当市久米川町にございます認可保育所、わくわく保育園の運営事業者

であり、近隣市では国分寺市や西東京市、青梅市でも学童の運営の実

績がございます。 

  続きまして、大岱小学校内に設置いたします児童クラブの運営を担

います指定管理者でございますけれども、株式会社明日葉という会社

でございます。株式会社明日葉は、先ほども少しご案内いたしました

が、第２野火止児童クラブの運営を現在担っておりまして、近隣市に

おいても小平市や北区、また埼玉県の所沢市において学童の運営実績

がございます。 

  四つの児童クラブの運営事業者が決定したことにつきましては、昨

年末１２月２６日に保護者向けに説明会を行いまして、事業者のご紹

介を行ったほか、保護者の方との意見交換などを行ったところでござ
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います。また、学校には、先日訪問させていただきまして、ご挨拶を

させていただいたところでございます。 

  今後、令和２年４月１日の開設までの期間におきまして、学校とは

丁寧に調整を行わせていただきまして、学校内で児童クラブを運営す

る上での細かなルールなどにつきまして詰めていきたいというふうに

考えております。 

  児童課からの報告は、以上となります。 

○渡部市長 報告が終わりました。本件につきまして、何かご質問等ご

ざいますでしょうか。 

  一応、事業者の決定ということでございます。学校施設内で民間事

業者が児童クラブを運営することについては、議会でもいろいろご意

見等はありましたが、最終的には指定管理者で運営実績のある２者の

事業者さんに児童クラブの運営をお願いするということでご承認をい

ただいたところでございます。既に、今、報告ありましたようにこれ

から学校や保護者と詳細な協議を行って、学校の運営に支障のないよ

うに、また子供たちの安全等には十分配慮しつつ、児童クラブの運営

を行ってまいりたいと考えておりますので、学校の施設の最終的な運

営の責任を担っておられる教育委員の皆様には、ぜひご承知おき、ご

理解いただければと思っております。ありがとうございました。 

  それでは、最後にその他、連絡事項がございましたら、事務局より

お願いをいたします。 

○東企画政策課主査最後に事務局より一点ご説明します。資料４をご覧

ください。 

  令和２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、次年度は４回の開催案で示しております。本年度につきまして

は、いじめ防止の基本方針の策定のため、回数を１回増やしましたが、

次年度につきましては、例年のように４回で考えております。なお、

新年度第１回の総合教育会議は、令和２年５月７日、木曜日に開催を

予定しております。教育の諸課題の選定につきましては、本会議終了

後に各委員の皆様にご意見伺い書を送付させていただきまして、令和

２年度第１回の会議の中でご意見をまとめたものをご覧いただき、決

定していただければと存じます。 

  また、本年度の第１回では、教育の諸課題として、本日の多磨全生

園と人権教育についてのほかに、災害時における市内小中学校各校、
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地域の取り組みについても選定していただきましたが、本年度の議題

とすることができなかったため、こちらのテーマにつきましては、次

年度の諸課題のテーマの一つとして考えております。 

  事務局からの連絡は以上でございます。 

○渡部市長 来年度のおおよそのスケジュールということでお示しをさ

せていただきまして、令和２年度については、また四半期に１回程度

の開催ということで、また委員の皆さんから議論するテーマについて、

また上げ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

お願いいたします。 

  それと、昨年末まで教育部長を務めておられた野崎満氏が、１月１

日から今度副市長に就任をされましたので、教育部の幹部職員に異動

がございまして、既によくご存じのとおりでございますが、部長には

田中次長が昇任、それから次長には平島社会教育課長が、今度は次長

に昇任し、課長兼務ということになりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思っております。 

  以上で、特段、総括的に皆様のほうからご意見、ご質問等がなけれ

ば、これで終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、以上で、令和元年度第５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１０時２０分 閉会 

 




