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令和２年度第３回東村山市総合教育会議会議録 

 

○令和２年１２月９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 経営政策部次長 河 村 克 巳 

教育部次長 山 田 裕 二 企画政策課長  笠 原 貴 典 

教育部次長 井 上 貴 雅 企画政策課主査 秋 山 剛 

統括指導主事 鈴 木 賢 次    

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 主任 吉澤 圭介 

○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令和元年度の取り組みについて 

４ その他 

５ 閉会 

 

午前 ９時００分 開会 

 

○渡部市長 皆さん、おはようございます。ただいまから令和２年度第

３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いただきまして、誠

にありがとうございます。 

  ご案内のとおり、佐々木委員におかれましては、残念ながら明日１

２月１０日をもって教育委員をご退任されるということでございます

ので、本日が最後の総合教育会議のご出席ということになります。会

議の最後にご挨拶を頂ければと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  それでは、議題に入ります前に、本日の会議の内容と送付資料の確
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認を事務局からお願いいたします。 

○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いたし

ます。 

  初めに、資料の確認をさせていただきます。配付資料一覧をご確認

の上、不足のものがございましたら、事務局までお願いいたします。 

  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

会議は、東村山市教育施策の大綱に係る令和元年度の取り組みについ

て、を議題として取り扱わさせていただきます。 

  以上でございます。 

○渡部市長 資料の過不足はございませんでしょうか。大丈夫ですか。

足りなければ、後ほどでも結構でございますので、お申出を頂ければ

と思います。 

  それでは、早速ですけれども、本日の傍聴につきまして、委員の皆

様にお諮りを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 ご異議がございませんので、それでは、傍聴を許可をさせ

ていただきます。また、会議途中で傍聴希望者がおいでになった場合

にも、同様に入場を許可いたしたいと思いますが、よろしいですか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特にご異議等ございませんので、そのようにさせていただ

きます。 

  本来ですと定員は１０名となっておりますが、本日は新型コロナウ

イルス感染症対策に伴う傍聴席の座席距離確保のため、傍聴人数に限

りがございます。会場の規模の規模から判断しまして、５名程度の傍

聴が可能と思われますが、一応５名ということでよろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 それでは、一応５名の傍聴を許可いたしたいと思いますの

で、事務局より傍聴者の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 現在のところ傍聴者はお２人でございます。それ

では、傍聴者の方に入っていただきます。 

○渡部市長 それでは、入場を許可いたします。 
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  暫時休憩いたします。 

 

午前９時０３分 休憩 

 

午前９時０５分 再開 

 

○渡部市長 休憩を閉じまして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ので、よろしくお願いいたします。 

  改めまして、皆様、おはようございます。本日は、教育委員の皆様

には、年末を迎えて何かとお忙しいところ、本年度第３回目の東村山

市総合教育会議にご出席を頂きまして、誠にありがとうございます。

また、常日頃、東村山市の教育の充実、発展のために、委員の皆様に

は多大なご尽力を頂いておりますことに、心より感謝を申し上げる次

第でございます。 

  本日の会議につきましては、平成２７年度に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いて、昨年度、どのように教育、

文化、スポーツ振興等について取組がなされた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おりますので、よろし

くご審議のほどをお願い申し上げたいと思います。 

  また、議題の終了後、ご報告があろうかと思いますが、１１月から

今月にかけまして、残念ながら東村山市での新型コロナウイルスの感

染拡大が加速しております。１０月までは大体月１０名前後ぐらいの

感染が確認をされておりましたけれども、先月から今月にかけまして

は、約４、５倍のスピードで感染者が増加をいたしておりまして、残

念ながら先月、ご案内のとおり当市の小中学校の児童・生徒でも感染

が確認をされるという事態になってございますし、１２月に入りまし

て、当市の職員も初めて感染するというような状況になっております。  

  我々は保健所からの情報しか頂けないということで、具体的なこと

は、あまり実はよく分かっていないんですけれども、傾向としては、

やはり全国と同じように家庭内での感染が非常に多いというような状

況であるように思っております。これは少なくともお子さんの場合は、

そういう経路だというふうに伺っておりまして、教育長からも各学校
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を通じて保護者にその旨お伝えをして、ご家庭にウイルスを持ち込ま

ないようにということで、注意喚起をさせていただいたところでござ

います。 

  今のところ、学校等での子供さんから子供さんへの感染と思われる

事案はないというふうに聞いていますが、今後、どういう事態になる

か分かりませんので、市長部局といたしましても、教育委員会、そし

て各学校と連携して、学校あるいは市内の保育園、幼稚園等で子供た

ちが、家庭内での感染、公共の場であります学校等でのお子さんから

お子さんへの感染というような事態にならないように、これからも万

全を期してまいりたいと考えている次第でございますので、引き続き、

教育委員の皆様のご指導、ご協力のほど、よろしくお願いしたいと思

います。 

  それでは、限られた時間ではございますが、本日の議題についてご

審議を頂きたく、よろしくお願い申し上げて、私からのご挨拶とさせ

ていただきます。 

  それでは、早速でございますが、次第に沿って進めさせていただき

ます。 

  まず、報告、本日のテーマであります東村山市教育施策の大綱に係

る令和元年度の取り組みについてを議題とさせていただきます。 

  まず、大綱の取組状況について、教育委員会、市長部局の順で報告

し、その後に皆様方から意見を頂戴したいと思いますので、よろしく

お願いします。 

  それでは、教育委員会からお願いします。 

  ○仁科教育総務課長 東村山市教育施策大綱に係る令和元年度の取

り組みにつきまして、教育委員会の事業につきまして、主なものを取

上げてご報告させていただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  東村山市教育施策の大綱に係る事務の取組状況令和元年度分につき

まして、資料に沿って教育委員会の取組状況について説明をさせてい

ただければと思います。 

  まずは、１ページから順に説明をさせていただきます。 

  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

を推進するでございます。（１）質の高い教育環境を整えるでござい

ます。②にございます授業改善推進プランの活用におきましては、令
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和２年度より順次実施される新学習指導要領に向けて、国や都の学力

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に活用するよう指導・助

言を行うなど、学校における授業改善の取組の充実を図ったところで

す。 

  続きまして、３ページ目です。学校施設の老朽化対策等の推進でご

ざいます。こちらにつきましては、①としまして、小中学校ブロック

塀等改修工事を実施したところです。大阪府で発生しましたブロック

塀の倒壊による児童の死亡事故を受け、当市のブロック塀において、

市内小学校１０校、中学校５校の既存ブロック塀について撤去・改修

したことにより、児童・生徒の安全を確保することにつながり、教育

環境の安全性が向上したところでございます。 

  続きまして、６ページ目です。（２）の教員の資質・能力を高める

です。服務に関する研修の充実です。服務事故の防止に向け、教育委

員会より校長会や副校長会において、各学校の服務研修の実施につい

て指導をするとともに、各学校の定例訪問等においても、教員一人一

人に服務の厳正について指導をするなどの取組を実施いたしました。 

 結果としまして、令和元年度におきましては、東京都へ報告を要する

服務事故がゼロであるという成果を上げることができました。 

  続きまして、８ページ目です。（３）家庭及び地域・社会の教育力

向上を図るでございます。市民・地域との協働の推進でございます。

③の学校運営協議会制度の検討におきましては、回田小学校、青葉小

学校の２校におきまして、東村山市型学校運営協議会の導入を決定し

たところです。今後この２校における成果と課題を整理しながら、学

校と地域の協働推進のための委員会を新設し、市内全小中学校へ学校

運営協議会制度の移行を進めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、１０ページ目です。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、基礎的コンピューターの内容を確認するを義務づける情報推進の

②におきましては、平成３０・令和元年度東村山市教育委員会研究奨

励校におきまして、富士見小学校のプログラミング教育、大岱小学校

が授業のユニバーサルデザイン化の研究発表を行うことで、新学習指

導要領の先駆けとして、市内外の各学校への波及につながったことが

成果としてつながっているところです。 
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  続きまして、１２ページ目です。（２）豊かな人間性を培い、規範

意識を高めるです。①の人権教育推進委員会の開催におきましては、

当市が力を入れている人権教育につきまして、同推進委員会におきま

して、性同一性障害・性的指向を題材に授業研究を実施し、ＬＧＢＴ

に関わる人権侵害に関わる授業実践の情報交換を行いました。 

  また、例年実施しております多磨全生園の山吹舎の見学やハンセン

病回復者の平沢保治氏の講演を通して、ハンセン病や人権課題への理

解を深め、今後の人権教育の一助とすることができました。 

  続いて２５ページ目です。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）充実した学校生活になるように支援する

では、③の特別支援教室の開設におきましては、全ての中学校に特別

支援教室、愛称として「アーチ」が開設されました。特別支援教室に

つきましては、小学校が平成２９年度より開設をしていたところです

が、こちらの都立中学校の開設によって、小・中学校両方ともに、全

校、特別支援教室の設置が完了し、さらなる特別支援教育の充実が図

られ、多様な学びの場の提供につながっているところです。 

  続きまして、３１ページです。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

を図るです。こちらにつきましては、放課後子ども教室におきまして、

市内４校の小学校で実施しておりまして、安全・安心な居場所づくり

の提供とともに、地域の方々との交流を通じて学校や家庭とはまた違

う交流の提供の場となっておりまして、児童及び保護者からは高い評

価を頂いているところです。 

  ほかの小学校からも放課後子ども教室の開設の要望も頂いていると

ころで、本来ですと令和２年度には東萩山小学校、南台小学校を開設

する予定でしたが、このコロナ禍により、現在の４校を含めて開設の

見通しがまだ立っていない状況ですが、再開に当たっては、今後の感

染状況を注視しながら判断してまいりたいと考えております。 

  続きまして、３３ページです。施策の方向性５、生涯にわたる文

化・スポーツ・学習活動を充実するです。（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、八国山芸術

祭を昨年度開催いたしました。令和元年度の実施が八国山芸術祭開催

の第３回目となっておりまして、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、市
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内幼稚園、市内小中学校、高等学校、地域団体による発表を実施しま

した。 

  また、展示部門としましては、今回、新たに市内小中学校特別支援

学級や都立特別支援学校の児童・生徒による作品展示も併せて行い、

様々な文化の発表の機会を創出することができました。 

  続きまして、３６ページです。（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

歴史館としまして、下宅部遺跡漆工関連資料の国重要文化財指定に向

けた取組として、展示説明会、講演会、イベントを実施してまいりま

した。取組の結果としまして、下宅部遺跡の貴重性、重要性が認めら

れ、国重要文化財に指定されることが決定することとなり、令和２年

７月に指定されたところです。 

  以上、大変雑駁ではございますが、教育委員会の主な取組について、

私のほうから説明させていただきました。 

  以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。教育委員会の取組については、教

育委員さん、よくご案内のとおりだとは思いますが、一応報告を頂き

ました。 

  引き続きまして、市長部局の報告を企画政策課長、お願いします。 

○笠原企画政策課長 それでは、続きまして、市長部局の取組につきま

して、施策の大綱及び一部施策の大綱に記載のないものを含みますが、

ご報告をさせていただきます。 

  施策の方向性１、子どもが安心して意欲的に学べる質の高い教育環

境を推進するでは、２ページにございます、いじめ防止等に関する取

り組みの推進といたしまして、市長部局と教育委員会が連携し、東村

山市いじめ防止等のための基本的な方針を策定させていただきました。

昨年度、この総合教育会議の場におきましても複数回にわたり協議を

させていただき、市長部局と教育委員会が一体となって、いじめの根

絶に向けさらなる取組を強化していけるよう策定いたしました。 

  本方針におきましては、市における取組、学校における取組につい

て整理し、重大事態への対処における市長部局と教育委員会のそれぞ

れの役割について整理を行い、その中の一つといたしまして、非常設

型ではありますが、いじめ問題再調査委員会の市長部局への設置を条

例化で明確化し、いじめ問題調査委員会の調査結果を踏まえ、市長が
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必要と判断としたときに設置する附属機関として設置をいたしたとこ

ろでございます。 

  今後も市長部局と教育委員会が連携して、学校におけるいじめの未

然防止、早期発見・早期対応を重視して、いじめ対策の一層の強化を

図っていきたいと考えております。 

  続きまして、大綱に記載はございませんが、虐待防止の取組といた

しまして、市長部局（子ども家庭部子ども家庭支援センター）におき

まして、令和元年１１月に東村山市児童虐待防止対策に関する庁内連

携会議を立ち上げ、全庁的に児童虐待の防止に向けた理解の啓発と連

携の強化を進めてきたところでございます。 

  これは、令和２年４月１日、保護者による体罰の禁止や市町村及び

児童相談所の体制強化などが盛り込まれた児童虐待防止対策の強化を

図るための児童福祉法等の一部を改正する法律が施行されることを踏

まえ、東村山市が虐待やいじめにより子どもの命や心が脅かされるこ

とのない地域社会を目指し、「子どもたちが笑顔で安心して暮らせる

まち」の実現に向けた決意を新たにするため、市民、子どもに関わる

全ての関係機関、行政が連携して地域全体での見守り環境を強化して

いく必要があるものと考え、全ての子どもが笑顔で安心して過ごせる

まちづくりを進めることを渡部市長より「東村山市虐待・いじめのな

いまち宣言」として、市民の皆様にお示しさせていただきました。 

  なお、令和２年度は、子ども家庭支援センターへ新たに職員を１名

増配置させていただいたほか、児童虐待防止等に関する庁内全体の意

識の向上を図ることを主眼に、職員研修を実施させていただいている

ところであり、引き続き全庁的な対応を推進してまいりたいと考えて

おります。 

  続きまして、施策の方向性２、生きる力を育む学校教育を充実する。

こちらにつきましては、１２ページ、子供たちの人権教育の推進とい

たしまして、私ども企画政策課で実施いたしました。多磨全生園が開

園１１０年目を迎えたことを踏まえ、昨年１１月３０日に小学生とそ

の保護者を対象とした「親子で学ぶ多磨全生園」を開催し、お子様１

５名、保護者１４名、計２９名の方にご参加いただきました。 

  全生園内の自然観察を主眼とした園内散策、さらには親子で協力し

て園内の史跡や生き物を探すプログラム、また多磨全生園前自治会長

の平沢保治様による講話も行い、参加者の皆様から「楽しく多磨全生
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園の歴史と自然を学ぶことができた」とご好評でございました。 

  続きまして、１７ページ、安全教育及び防災教育の推進といたしま

して、環境安全部防災安全課では、児童・生徒に対して防災に関する

講話や市が主催する訓練へ参加していただくことを通して、防災教育

の充実を図っております。 

  令和元年度総合水防訓練では、秋水園グラウンドにて実施させてい

ただき、秋津小学校の皆様に参加をお願いし、４年生に土のう積み体

験、煙体験、水圧体験等を行っていただきました。また、総合防災訓

練は、第七中学校にて実施し、学校の公開日と同日開催とすることで、

全校生徒の皆さんに災害疑似体験や放水体験など様々な訓練を体験し

ていただきました。そのほか、第六中学校の地域に学ぶ会に参加をさ

せていただき、平成３０年７月に発生した西日本豪雨災害において、

避難所運営支援業務として被災地（岡山県倉敷市真備町）に派遣され

た市職員による体験談を生徒の皆さんにお話しさせていただいたほか、

避難所生活の簡易的な疑似体験をしていただきました。 

  今後とも教育委員会及び学校と積極的に連携を取らせていただき、

防災教育の充実や多磨全生園について学ぶ機会の充実となる取組を行

ってまいりたいと考えております。 

  続きまして、３１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。小学生の放課後の安全・安心な居場所づくりの

推進といたしまして、大岱小学校、秋津小学校、回田小学校、北山小

学校の教室を活用した児童クラブの整備についてでございます。 

  こちらは、子ども家庭部児童課により、昨年度の総合教育会議でも

進捗をご報告させていただきましたが、東村山市児童館・児童クラブ

運営等検討会におきまして、公設民営の施設として民間活力の導入を

図り対応することなどについて、昨年９月に開催されました同検討会

より中間報告としてご提言を頂き、これら４つの児童クラブの運営体

制につきましては、時代のニーズに応じた柔軟かつ多様なサービスの

展開が可能である指定管理者制度の導入を図ることとさせていただき

ました。施設改修等整備につきましては、令和２年１月までに完了を

させ、令和２年４月より指定管理者による運営を始めたものでござい

ます。 

  この結果、令和２年４月１日現在の児童クラブ在籍児童数は、昨年

同月と比較いたしまして、９５名多い児童の入会となり、さらには、
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令和２年１１月の時点では待機児童数はゼロとなりました。当市にお

ける児童クラブの待機児童に関しましては、おおむね解消されている

ところでございます。 

  今後も、引き続き児童クラブにおけるサービスの質の維持向上に努

めてまいります。 

  続きまして、３６ページをご覧ください。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ございます。 

  スポーツ教室やスポーツイベントの開催といたしましては、地域創

生部市民スポーツ課におきまして、スポーツ教室、スポーツイベント

の開催について、主な事業といたしましては、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気運醸成、並びにスポ

ーツを通じた障害者への理解促進を目的とし、パラスポーツ運動会を

開催いたしました。 

  本事業では、小学校４年生から中学３年生を対象とさせていただき、

競技用車椅子やアイマスクなど、パラリンピック競技の用具を使用し

た６種目を実際に体験していただきました。なお、本事業終了後の参

加された方のアンケートで、約９割の方が「障害者に対する理解が深

まった」との回答があり、オリンピックのみならずパラリンピックに

対する関心も高まったのではないかと感じております。 

  これまで申し上げました取組のほかにも、教育委員会と連携した取

組につきましては、例年同様ということにはなりますが、環境教育の

充実といたしまして、環境安全部環境・住宅課では、親と子の環境教

室の開催をはじめ、みどりの環境ポスターの募集など、環境問題を中

心に取組を実施しております。 

  また、資源循環部ごみ減量推進課では、市内小学校へ出前講座を実

施し、児童・生徒の皆様へごみ分別のルールやごみの資源化に関する

意識や理解を高めていただくことを行っております。 

  また、まちづくり部みどりと公園課におきましては、北山公園及び

周辺環境の変遷を学ぶことで、自然環境の貴重さを知ってもらえるよ

う毎年イベントを行っております。 

  そのほか、こちらも毎年実施している取組でございますが、市民部

市民相談・交流課では、地域の戦争・平和の学習及び広島派遣事業を

継続実施しております。昨年８月５日から７日にかけましては、広島

市を訪問し、戦争の記録や記憶を実際に見聞することで、子供たちに



１１ 

戦争の悲惨さや命の大切さを実感してもらい、次世代に平和の大切さ

を引き継ぐことを目的としております。なお、昨年８月２５日に開催

いたしました東村山市平和のつどいにおきまして、参加した児童・生

徒による報告会も開催させていただきました。 

  最後に、こちらは、大綱に記載がございませんけれども、前回の総

合教育会議で行政経営課長よりご報告をさせていただきましたが、令

和３年度からスタートいたします市の最上位計画でございます第５次

総合計画策定に当たりまして、昨年７月にこれからの時代を担う若者

でございます市内公立中学校の３年生の皆様を対象としたアンケート

を実施させていただき、将来くらしたいまちのイメージなどにつきま

して、９８８票のご回答を頂戴いたしました。また、この間、小中学

生の皆様にも市のまちづくりを知っていただき、考えていただく機会

といたしまして、出前講座も実施してまいりました。昨年１２月に南

台小学校の６年生の２クラス、第二中学校の２年生の６クラスで市の

職員がお伺いし、生徒の皆様からはすばらしい発表を頂くことができ

ました。今後も小中学校への出前講座につきましては、学校とも相談

させていただきながら継続をしてまいりたいと考えております。 

  以上、市長部局からの主な取組の報告でございました。 

○渡部市長 ありがとうございます。私からも教育委員の皆様にお礼を

申し上げたいと思います。先ほど、笠原課長のほうからご報告があり

ましたけれども、児童クラブの整備については、昨年度、大岱小学校、

秋津小学校、回田小学校、北山小学校のご理解を頂いて、それぞれ空

き教室を活用させていただいて、本年度からそれぞれ第２、第３学童

クラブを開設させていただきましたところ、１１月の時点で当市では、

児童クラブについては実質待機児童ゼロというすばらしい成果を得ら

れることになりました。 

  新たに場所を求めて児童クラブ設置をするとなると、お金もかかり

ますし、時間もかかってしまうということで、学校の施設利用という

ことで、議会でもご議論いただきましたけれども、結果としては、学

校内での移動で、子供たちが学校の授業を終わった後、児童クラブに

行けるというような報告もありました。また、指定管理者は民間企業

ですけれども、この間、コロナ禍の中でもよくやってくださっている

かなというふうに思っております。 

  これも教育委員の皆様の深いご理解とご協力のたまものと私のほう



１２ 

からお礼を申し上げたいと思います。 

  それでは、以上、昨年度の令和元年度の取組状況について、教育委

員会並びに市長部局から報告がございましたが、本件について、令和

元年、総理の急な要請に基づいて、３月は学校を急遽休業しなければ

ならないというようなこともあったり、現場では先生方も大変なご苦

労があったかなと思いますし、子供たちも年度末、最後、友達ときち

んとお別れができないまま卒業を迎えたり、クラス替えを迎えるとい

うようなこともあって、そういう意味ではちょっと異例な１年だった

かなと思いますが、振り返ってみて、今のような取組があったという

ことにつきまして、皆様方のほうから何かご意見、あるいはご指摘、

感想のようなもので結構でございますので、お話を頂ければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○當摩委員 振り返ってみると、今の市長のお話にもありましたように、

本当に３月から今もですけど、とても大変な時間を本当に市の職員の

皆様、そして教育委員会に関わる方々、それから学校の先生方も過ご

しておられることと思います。その中で、私、今日これをこの時期に

こうした形でこうしたことができたということをお聞かせいただいて、

改めて私の中で感動が生まれております。というのは、教育委員会と

市長部局、絶対縦割りじゃない、お互いいろんなこと連携をしていて、

お互いの存在をとても尊重しあって、一つの施策に向かっているとい

ったことを改めて感じさせていただきました。 

  市民スポーツに関しては、市長部局のほうでお集まりいただきまし

たけども、教育委員会のいろんなことを勉強させていただき、また今、

課長から人権の話もございましたが、やはり人権としても子供たちに

学んでもらうだけではなくて、その子供たちを育てている大人の方に

も学んでいただかなければいけないことだと思います。そして、ここ

に書いていただいているように、実際、山吹舎、今年は全く開放でき

ておりません。というのは、こういう状況の中でご案内のとおり、そ

れはもう無理なことだと思いますが、じゃあ、私たちが何ができるか

ということを人権の学習の場ということで少しお話させていただきま

すと、ここにも平沢保治氏の講演とありますが、平沢会長のご体調も

ありますけれども、決して表には出られる状態でございません。とい

うのは、コロナのこともありますし。 

  実は、本日初めての試みとしまして、第六中学校の生徒会のメンバ
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ーがどうしても平沢さんのお話を聞きたいということで、それでどう

いうことをするか。市長のおかげでいろんなことが整っていっていま

すので、リモートだと。 

  夕方４時ぐらいからお食事前までの時間を頂戴して、私も付き添い

で行くんですけれども、そうした形でコロナもいろいろ悪さしてます。 

  だけど、私たちもそこで何ができるかということを本当に様々なお

取組を市長、ありがとうございます。だから一人一人ができることを

工夫しながら、本当にもし今感染してしまっても、皆さん、それぞれ

対策を取っていても、やはり不可抗力としか言えないような状態だと

思うんです。だから、こうした、市長、みんなで乗り越えるのには、

やはり誰のせいだとかということではなくて、それを何とか軽く済ま

せて、もしかかった方も、そしてそのことをみんながいろんなことを

言わない、そういったことを東村山市は市長市長のいじめをなくしよ

うねということを言っていただいておりますから、私たち市民は一人

一人にそのような認識をもってやっていけたら、私どもはうれしいな

と思います。 

  だから、これは１０年後、２０年後にそういったものがあったけれ

ども、あれからいろいろなことがスタートしたねと言えるような元年

と考えさせていただければと思いますが、本当に市長、リーダーシッ

プをありがとうございます。 

  そして、教育長は、本当に教育委員会を引っ張ってくださってあり

がとうございます。私たちも精一杯の力を注がせていただきたいと思

います。小さな力ですけども、小さな力が集まれば、必ず大きな力に

なります。そうしたことを今日、この両方からの突き合わせをさせて

いただいて、私はもう今日、感慨無量でございます。本当にどうもあ

りがとうございました。 

  以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。コロナ禍で、本当に生活も学校も

本当に様変わりをしてしまったわけで、しばらく昨年度３月から今年

の５月いっぱいまで学校も休校ということで、子供たちも本当に大変

な思いをしながらだったと思うんですけど、何とか再開をし、先ほど

ご報告したように、児童・生徒でも感染者が出ていますけれども、こ

れはある意味、今おっしゃっていただいたように、今は誰でも感染す

る可能性はありますので、それを学校等で拡大させないというような
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取組がやっぱり重要なのかなというふうに思っております。 

  また、平沢さんがお元気になられたというお話で、大変うれしく思

っております。 

  昨年度の一つの取組としては、多磨全生園が開園１１０周年という

ことで、市のほうからこれまでの子供たちへの人権教育の多大なご功

績があられるということで、平沢保治さんに対して市から市民栄誉賞

を贈らせていただきました。何とかコロナ禍が完全終息はしないまで

も、何とか来年に延期された東京２０２０大会の聖火リレーができて、

平沢さんにやはり未来に向かって希望の灯りとなるような聖火を持っ

て、ご自身で走るのは難しいかもしれませんけれども、ランナーを務

めていただければというふうに願っております。ありがとうございま

した。 

  それでは、櫻井委員さん、何か去年の取組についてお話を頂ければ

と思います。 

○櫻井委員 ありがとうございます。本当に丁寧な資料をそして今ご説

明いただきまして、よく分かりました。 

  私からも幾つか伺ったことに対して教えていただきたいことが三つ

ございます。 

  一つは、令和元年度ではないんですけれども、やはり教育委員会か

らスポーツ関係が市長部局に移ったというのは、ちょうど、５次の経

営施策大綱の第５では、一つの大きな変化だったと思うんですけれど

も、その辺に対する市長部局の取組、先ほどの報告ですと、令和元年

度に関しては、特に２０２０に向けてという一つの大きな流れはあり

ましたので、あそこに向けてという時期であったとは思うんですけど

も、２０２０に向けてというのはちょっと置いておいて、市のここま

で積み重ねきたスポーツを大事にする、体を健康を大事にするという

市の施策として、移管されたことの問題点といいましょうか、または

よかった点というんですか、その辺を教えていただければありがたい

なと思います。 

  二つ目は、次とも重なるかもしれませんけど、最後に課長さんのほ

うで付け加えられた中３の子供たちに対する将来のイメージのアンケ

ートをしたというお話、どんなものが出てきたのかなという辺りは、

あれはすごい量が多いと思いますので、一部で結構なんですけども、

初めての取組だと思いますし、興味深く聞きましたので、何か将来の
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当市を担う若者たちの意見を聞こうという、一つのあらわれだと思い

ますので、この辺のことも。そして、併せて小中学校に出前の講座を

していただいたということなんですけど、内容面はどんな内容だった

のかお聞かせいただければありがたいと思います。 

  そして、三つ目、今後の第６次に向けてのスケジュールというんで

しょうか、その辺についての、特に今回はコロナのことも大きいです

し、ＧＩＧＡスクール構想のことも大きいでしょうし教育の世界でい

ろんな変化が今起きている時期かなと思うので。これからの５年間を

大局的に見たりするのには、少し時間をかけて皆さんと議論していく

必要があるんではないかなと。多分、今までの第４次の反省を受けて

第５次というような形できているんだと思うんですけれども、第５次

から第６次に関しての少し創造的なものが必要になってくるんじゃな

いかなと思うので、スケジュールについて教えていただければと思い

ます。 

○渡部市長 企画政策課長、お願いします。 

○笠原企画政策課長 櫻井委員からご質問いただきました３点のうち、

最初の２点が市長部局のほうかなと考えておりますが、スポーツ所管

が市長部局に移管した成果ということでございますが、基本的にやは

りこの考え方としては、教育委員会にあったときと同様、お子さんや

児童・生徒の皆さんに健全なスポーツ施策として参加をしていただく

機会ですとか、体力増進というところに関しましては、何も変わって

おりません。 

  そこに、市長部局に加わったプラスといたしましては、地域社会へ

の参加というところに関しましては、特に地域創生部という所管に配

置をいたしましたので、産業所管ですとかシティセールス所管という

ところ、当然のことながら東京２０２０オリンピックも見据えた移管

ではございましたので、産業部門で今も様々に、オリンピック絡みに

はなっていますが、スポーツと地域の産業、飲食店関係なんかと連携

をしたイベントを充実させているほか、スポーツをある意味一つのシ

ティプロモーションとして様々な展開をするというところにつきまし

ては、市長部局に移管した成果が出ているのかなと考えております。

また、福祉的なところに関しましても、スポーツ施策と健康増進、健

康寿命を延ばしていくということを特に高齢者の皆さんの健康寿命を

延ばしていくというところで、健康増進課という課があるんですけど
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も、そちらと連携しながら、連携を深めているところでございます。 

  冒頭に述べればよかったんですけど、市長部局に移管いたしまして

も、オリンピック関係に向けて、この間ずっと蘇州市のお子さんの派

遣ですとか、逆に蘇州のお子さんを呼ぶというような事業も教育委員

会としっかり連携しながら成果を上げてきております。 

課題というところで申し上げると、すぐに思いつくところはないと

思いますけども、やはり引き続き市民のスポーツ、健康増進というと

ころに関しましては、当然のことながら若い世代から幅広い世代の皆

さんに、スポーツ行政の点で、広く広まるように展開をしていければ

なと考えています。 

  ２点目は、中学３年生の皆さんへのアンケートというところでござ

いますけれども、こちらは、特に我々としては、趣旨といたしまして

は、来年度から始まります第５次総合計画の策定の中におきまして、

特に今回重視いたしました次代を担う若い世代の方に、どのようなま

ちになってほしいかというところを聞きたかったというところがござ

いまして、教育委員会にご協力をお願いし、中学校３年生の皆さんに

アンケート調査、あるいは小学校、中学校で出前授業というような形

を取らせていただきました。 

  特に我々が聞きたかった点でいきますと、アンケートでは、将来暮

らしたいまちのイメージにつきましてという設問をお願いしました。

内容といたしましては、「あなたが１０年後に暮らしていたい東村山

市をイメージしたとき、どのようなまちだったらよいと思いますか」

という設問につきまして、幾つか複数回答があるんですけども、一番

多かった回答は「安心で安全なまち」、２番目といたしましては「買

物や移動など暮らしが便利なまち」、３番目といたしましては「自然

と都市が共存したほっとするまち」というところが上位三つの回答で

ございました。 

  こうした点につきましては、やはり今回、５次総合計画策定におき

まして、非常に重視させていただいたところでございまして、緑との

共存というのは、これまでもずっとやってきましたが、若い世代の特

に中学生の皆さんには、やはり買物などその辺につきましてやっぱり

今よりもっと便利になってほしいというお声も多いですし、我々とし

ても少し意外だったなというのが、安心で安全なまちというのを中学

校３年生の皆さんが一番に重要視していただいたというところにつき
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ましては、施策の中でも非常に今後重要視すべきだというところで、

実感したところでございます。 

  出前講座でございますが、南台小と二中でやらせていただいたんで

すけれども、私は南台小のほうに参加させていただいたんですが、そ

のときのちょっと感想で申し上げますと、やはり同じように「１０年

後の東村山市がどんなまちになっているのか」というテーマで、グル

ープワークで、１班５名か６名だったと思うんですが、グループワー

クで２コマ授業時間を使わせていただきまして、ワーキングをしてい

ただきました。 

  最初に、改めて今、自分が住んでいる東村山市はどういうまちなの

かというところをちょっとお話しさせていただき、それぞれうちのま

ちのいいところ、ちょっと課題のところなんかをピックアップしても

らいながら、それを踏まえて１０年後ですね、どういうまちになるの

かというところを皆さんで考えていただきました。 

  ご意見としては、やはり本当にもう、こういったまちを今回多く、

当然大人の皆さん向けにも多くやってきたんですが、本当に大人に負

けないというと失礼かもしれませんけども、非常にいいご意見がいっ

ぱい出ました。中には、非常に我々の施策で今、重視しています公共

施設の再編というところ、老朽化に伴う再編というのもお話をさせて

いただいたんですが、やはり学校に、斬新ですけど、学校に何かショ

ッピングモールが一緒になればいいなとか、学校に特別養護老人ホー

ムや保育園なんかがあれば、一緒におじいちゃんおばあちゃんと一緒

に学校に通えてすごくいいとか、すごく我々の課題にピンポイントで

お答えしていただけるような視点でのご回答なんかも頂きまして、非

常に我々としても参考になったところでございます。 

  私からは以上です。 

○渡部市長 では、教育委員会のほうからご連絡を。 

○田中教育部長 この大綱を見てからの感覚からというところで、テー

マが大きいものになります。もし至らない点があったら、補足をして

いただければと思います。 

  先ほど企画政策課長から地域創生部が創設されて、教育委員会から

市長部局へというところが、これまでに頂いた意見の中で、教育の範

囲を超えて市全体になったことによって、今までの小中学生との関わ

りでは、もちろんそれを引き継いでいく部分はありますけれども、よ
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り広く市民にという意味では、やはり地域創生部ができたことによっ

て、関わり方が広く対応できるというところがよかった点ではないか

なというのは、印象としてございます。 

  それから、今回のコロナに関しましても、またＧＩＧＡスクール構

想に関しましても、子供たちを取り巻く環境というのは非常に変化が

著しく、変わっている状況がございます。 

  令和３年度から第５次総合計画が策定をされるというところで、今

までは、学校教育を中心にというところがあったかもしれませんけれ

ども、これから子供たちが次代を担っていくという意味では、生涯学

習のほうにも当然力を入れていかなければいけない部分もあると考え

ておりますので、まずは、第５次総合計画が走り出して、それを受け

て、今後の５か年をどのように進めていくのかということに関しては、

市長部局とも連携を取りながら、協議をしてまいりたいと考えており

ます。 

  雑駁ですが、以上でございます。 

○渡部市長 統括指導主事。 

○鈴木統括指導主事 出前授業について、企画政策課長から回答ありま

したが、教育委員会からご報告をさせていただきます。 

  南台小学校と東村山第二中学校で本事業を実施しましたが、実施に

当たっては、この事業を全校的に展開できるように教科の内容に位置

づけることが重要であると考えておりました。 

 学習指導案の作成には、指導主事も協力させていただきまして、社

会科の授業内容に関連づけて実施できるように、南台小学校、東村山

第二中学校の校長先生は、市教育研究会の社会科部の担当でいらっし

ゃいますので、校長先生方のご意見も頂きながら、検討いたしました。

 その中でも、中学校の２年生の総合的な学習の時間の実践におきま

しては、中学校３年生の公民科の学習につながるように、自らの市の

取組を子供たちが考えることによって、３年生の公民の学習内容につ

なげていくための授業が展開することができました。 

  令和３年度には、本事業をほかの学校でも実施できるように、各学

校の教育課程に位置付けるよう指導、助言していきたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。先ほどの中学生の住みたいまち
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のイメージについては、大人の市民とほぼ同じです。やっぱり安全な

まちというのはキーワードですし、自然や緑との都市との調和という

のは、東村山の地域特性として、これは大事なことだと思います。 

  やはり、あと中学生としては、もう少し地元で買い物がしやすいと

か、なんか遊べるところがほしいとか、そういうことはあったので、

そこはこれから第５次総合計画の中で考えていく必要があるのかなと

思っております。 

  私からはお願いということで言うと、来年の４月から市の最上位計

画であります第５次総合計画がスタートいたします。これは、当市が

人口減少局面に入って、初めて策定をする総合計画で、３０年後を見

据えて、何とかまちの存続、生き残りをかけて策定をしたという思い

を持ってございます。そのため、これから先、今の子供たちあるいは

まだ生まれていない子供たちにも、世代を超えてずっとこのまちで豊

かに暮らし、かつ働き、楽しんでいただけるようなまちづくりを目指

していくということが基本的なコンセプトになっておりまして、持続

可能性ということが今回の総合計画のキーワード、キーコンセプトに

なります。 

  持続可能性はご案内のとおり、国連が提唱して、今、世界的な取組

になっておりますＳＤＧｓの考え方と相通ずるものがありますので、

今回の第５次総合計画は、前回にもお示ししましたが、私たちのＳＤ

Ｇｓという副タイトルをつけさせていただいて、持続可能性、あるい

は多様性をイメージする「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つ

ながる 東村山」を目指していこうということとさせていただいてい

ます。 

  なので、ぜひ、ここは教育長にもお願いしているんですが、教育現

場でできるだけ来年度、この私たちのＳＤＧｓ、第５次総合計画のキ

ーコンセプトとか概要ぐらいは、ぜひ子供たちにも何らかの形で共有

してもらいたいということで、お願いをさせていただいているところ

でございます。また教育委員会の場でもちょっとご議論いただいて、

ぜひ将来にわたって子供たちも、ああ、東村山はやっぱりいいまちな

んだなということで、住み続けていただいて、子供たち自身も、また

大人になってから、ぜひまちづくりの担い手として地域の中でも活躍

をいただけるようになるとありがたいかな。そういう活動づくりのほ

う、大きな循環が生まれてくると、やっぱり東村山市もさらにいいま
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ちになるんじゃないか、そんなふうに思っているところでございます

ので、鋭意よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、最後になりました佐々木委員のほうから令和元年度を振

り返ってみていかがでしょうか。 

○佐々木委員 まず、資料を頂いたときに読んでみて、毎年子供たちの

ために様々な取組をしていただいていたことがすごくありがたく思い

ました。今年は、皆さんおっしゃっていましたけれども、コロナの関

係で、中途半端な感じで、下の子が卒業するような形にはなりました。

今、うちの子供たち二人とも高校生なんですけれども、時差通学だっ

たりとか、短縮授業の形を取っています。 

  定例訪問の小中学校に伺うと、本当に先生たちもコロナ対策に対し

てきめ細かなご指導をしている姿を拝見すると、市内に通っていると

本当に安心して子供たちを通わせることができるんだなというふうに、

改めて実感いたしました。 

  今回の件については、感想という形にはなってしまうんですけれど

も、私は中学校に子供たちがいる頃に、数学とか習熟度別、少人数指

導が実現するといいなというふうにずっと思っていたんですけれども、

今回、必要な人員を配置していただいて、きめ細かい指導も実施され

たというふうにご報告が載っておりましたので、よかったなというふ

うに思いました。 

  特に数学については、やっぱり子供たちが勉強が楽しくなくなっち

ゃったりとか、英語もそうなんですけれども、勉強が分からなくて、

逆に学校に行くのは楽しくないなと思う子も実際いますし、そういう

子に限って、やっぱり学校の行事は楽しいので、友達付き合いが楽し

くて来るという子もいたので、子供たちの勉強の習熟度がもっと上が

るといいなというふうによく思いました。 

  あと、文化部の子供たちについては、地域に寄り添った活動をされ

ている部分も多いと思いますので、八国山芸術祭で披露した姿を見る

と、本当に楽しそうだし、こういう機会がものすごくいいなと思った

ので、ぜひ今後も続けていっていただきた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。保護者の視点でご意見を頂きまし

た。 
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  習熟度の関係で何か、教育委員会のほうで報告できることがあれば

お願いします。 

○井上教育部次長 失礼いたします。習熟度に関しましては、先ほど委

員からもお話がありましたように、算数・数学に関しましては、小・

中学校全校で昨年度も実施して、今年度も実施しているところでござ

います。 

  外国語・英語につきましては、中学校は、今、今年度は１校で来年

度はそれを全校に広げようということで、今、都に教員の配置申請を

しているところでございます。 

  数学と英語につきましては、少人数あるいは習熟度別で授業をする

ことが確実に効果があるということは分かっておりますので、その方

向で進めてまいりたいというふうに考えております。 

○渡部市長 ありがとうございます。あと、ＧＩＧＡ化されて、ああい

うツールを使うとより習熟度に応じた、個々に応じた教育が豊かにで

きるんじゃないかとはというふうな期待もありますので、またさらに

頑張っていただきたいなと思います。 

  それでは、小関委員さん、お願いします。 

○小関委員 ありがとうございました。いろいろ報告していただきまし

たけれども、私、まず、全体がすごいなというふうに思うのは、これ

は元年度のものなんですけど、この元年度の単発のものではなくて、

今年度も引き続き発展的に継続されているということがよく分かるん

です。例えばいじめ問題についても、具体的にそれぞれの学校で調査

をしたり、そしてそれぞれ、繰り返し繰り返し先生方で確認をすると

いうね、そういう動きがあるということで、まず単発になっていない

ということが本当にすごいことだなというふうに思います。 

  特に、指導室関係というのものはいつもきちんとご報告いただいて

いるので、今回は、先ほどのお話があった市長部局との連携というこ

とでお話をさせていただきたいんですが、いじめ防止についての、そ

れからここには記載はないけれど、児童虐待対策、虐待のないまち宣

言というお話がありましたが、全市を挙げての取組というのも本当に

すごい、すばらしいことだなというふうに思います。 

  学校でもこのことをしっかり取り上げて、さらに虐待についても先

生方の研修を深める必要があるんだと思うんですけど、まず我々の要

望というか、子供を含めて全市を挙げてどう守っていくかというのを
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やっぱり地域、家庭の取組というのがとても大きくなってくると思う

んですね。その点でも、地域への働きかけというのがさらにできると

いいなというふうに思っています。地域で育てるということをずっと

東村山は上げてきていますので、地域で子供を守っていくという、そ

ういうことをさらに発展できるといいなと思うところです。 

  それから、出前講座についても、私も櫻井委員と同じようにこれ聞

きたいというふうに思って、もうお答えを頂いたんですけれども、こ

れ、教育大綱にシティズンシップ教育を上げていますよね。やっぱり

地域の一員としての自覚というのは、すごく大事なので、しかも事業

にきちんと位置づいているというお話もありました。こうして子供が

自分の地域に関心を持って、地域の一員なんだという自覚を持って、

地域の中で活動していくということをこれからさらに進めていく必要

があるなと思っているところです。 

  そんな中で、先ほど来コロナの話が出ていましたけど、子供たちが

何らかのストレスを抱えている。ストレスを抱えている子が７３％と

か、７５％とかとテレビの報道でやっていました。こういうときだか

らこそ、本当に一人一人が自分は大事にされていると、そう自覚でき

る、本当にそう実感できるような、そういう取組も全市を挙げて重要

になってくるんじゃないかなと思います。 

  そういう点で、これは、令和元年の取組ということではないんです

が、その前の年の３０年度に、教師の働き方改革ということで、ここ

でも話はしましたけれど、消毒作業とかそういったことについて、先

生方の負担感を少なくするようにね、そういったことを本当にいち早

く進めていただいて、教師を支援していただいているということにつ

いても、本当に見えないコロナ対策で、そこはすばらしいなと思いま

す。 

  やはり単年度で終わるのではなくて、それをさらに付加価値をつけ

て、次の年度、また次の年度ということでつなげていく、積み重ねて

いくことが大事だなと思っています。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。先ほど申し上げたように、持続可

能性というか継続していくことがやっぱり大事だと思っていますので、

また今年、去年やれたことを今年もやるように、今年やれたことをさ

らによくして来年も実施できるように努力をしたいなというふうに思

っております。 
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  教育長のほうから何かあればお願いします。 

○村木教育長 私自身は、平成３１年４月に就任させていただきました。

議会での挨拶のときにお話させていただいたことは、私の強みは、ほ

かの自治体との比較ができること、自分なりに精いっぱいやっていき

たいとお話をさせていただきました。本市の総合教育会議のみならず、

日頃の市長部局との連携を通して、まずは渡部市長に学校教育及び社

会教育に対して深い理解をいただいているということに関して、改め

てお礼を申し上げたいと思っています。 

  市長部局と教育委員会が具体的に情報交換を行いながら、連携がで

きているというのはまさにほかの自治体と比べても誇れることであり、

非常に内容が充実していると思っています。 

  その上で、今日ご説明いただいた大綱に基づく事務の取組状況につ

いて、総括をさせていただきたいと思います。まずは、教育委員会、

市長部局ともに、非常に精力的な取組を行っていただいているという

こと。そして、市長部局については、本当に広報の仕方、ご案内の仕

方が上手だなと。このことを教育委員会も見習い、各取組を丁寧にや

っていただいていますが、保護者だけではなくて、市民に対しても分

かりやすい紹介や説明をさらに力を入れてやらなければいけないと感

じました。 

  そして、学校教育においては、大きな課題である不登校対策につい

ては道半ばであること。いじめ対策については、改善されているとい

う実感を学校を回りながら感じております。他にも日本語指導ですと

か特別支援教育に関わる課題もありますが、これらにおいても改善さ

れつつあると感じているところです。 

  そういった中で、先ほど不登校対策の課題を申し上げましたが、学

校だけでは限界があります。まさに家庭教育にも踏み込んで、本市に

おいては、家庭教育の手引きの改定を重ねながら、各家庭には配って

いますけれども、それをどれほど家庭が有効に活用しているのか、そ

して、教育委員会だけではなく、オール東村山という形でどうやって

家庭教育に踏み込んでいけるのか、その具体的な手だてを今後は探っ

ていかなければいけないと思っています。 

  そして、学校で最も大事な学びについては、２０１８年にＰＩＳＡ

の調査結果が報告されています。その中で、私は二つ非常に気になる

結果があったと思っています。 
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  その一つは、児童・生徒が情報端末を活用する時間が、加盟国の中

で断突で多い。これはゲームの時間です。また、ＳＮＳを使った情報

の取り扱いも多い。しかし、それが学びには活用されていないことの

大きな課題があります。 

  そして、二つ目が指導者の問題です。ＩＣＴ教育を日本もこれまで

力を入れてやってきましたが、指導のスキルが低く、指導の実態が他

の先進国と比べると、しっかり指導できる割合が３分の１にも満たな

い厳しい現状があります。このことを考えると、学びをしっかりと保

障していくためには、情報端末を遊びの段階から学びの段階にしっか

りと底上げをしていかなければいけないと思います。 

  市長の強力な後押しもあり、令和２年度の取組になりますけれども、

タブレットの配備について、教職員の分も含めて１万１，０００台を

予算計上いただき、今、その準備を指導室を中心に進めているところ

です。 

  ぜひ、この令和２年度の取組からさらにバージョンアップするため

に、ＩＣＴ教育の最終的な目標である「遊びの道具」から「学びの道

具」にし、全都にも誇れる取組にしていかなければいけないと思って

います。そういったことが可能な教育環境や、条件を現在整えていた

だいていると思っています。 

  私自身も大きな宿題をいただいていると思っていますので、課題解

決とともに、さらに子供たちの笑顔が増えるよう、学びを通したその

充実を図っていきたいと決意を新たにしているところです。 

○渡部市長 ありがとうございます。またどうしても学校が一斉なのか

どうか分かりませんが、休業しなきゃならない事態になったときには、

リモートで授業ができる環境がやっぱり１日も早くつくっておく必要

はあるんだろうとは思います。 

  ただ、やっぱりあくまでもツールの一つであって、やはり教育はや

っぱり先生と生徒・児童のやはり心と心がつながってこそだというふ

うには思います。 

  ニュースでやっていましたけど、ニューヨークでは、ＩＣＴでは教

育チェックが回らないと。保護者がデモを行って、早く学校を再開し

ろということで、また感染拡大が日本の比ではありませんが、ニュー

ヨークは、学校再開した地域が出ているというような報告もありまし

て、あのアメリカですらそういう状況なのかということなので。上手
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に活用はしなければなりませんが、頼り切ってしまうと、またそれは

それでまたいろんな弊害もあるのかなというふうには思っております。  

  ありがとうございます。また、一応大綱については報告を受けて、

今、いろいろ喝やご意見、ご質問いただいたことを参考に、また教育

委員会、市長部局でさらに充実して取り組んでいただくようにお願い

したいと思います。 

  また、当市の固有の課題として、やっぱり学校施設等の施設の再生

問題。すぐに校舎を建て替えることにはなりませんが、給食の調理室

だとか、あるいは学校のそれぞれのプールなどもかなり老朽化して、

いつ壊れてもおかしくないような実態もあって、これらについて、今

の方法、やり方を踏襲するのか、あるいは今のやり方をまた変えてい

くのか、その辺は十分市長部局と教育委員会、これは、学校や保護者、

市民を巻き込んで、大きくこの１０年、２０年、それから３０年先を

見据えた議論が必要かなというふうに思っていますので、そんなこと

もまた来年度から議論ができればというふうには思っております。 

  それでは、以上で昨年度の取組状況についての報告は終了したいと

思います。 

  続きまして、その他といたしまして、冒頭申し上げましたが、新型

コロナウイルスの感染が当市でもいよいよ活動現場に及んでおります

ことから、そのことについて報告をお願いしたいと思います。 

  井上次長。 

○井上教育部次長 それでは、教育委員会からご報告をさせていただき

ます。 

  市内小・中学校におきましては、東村山市版感染症予防ガイドライ

ンに基づき、現在、先ほど来お話に出ておりますように、３密を避け

るなどの感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施していると

ころでございますが、新型コロナウイルス感染症感染拡大の現状を踏

まえ、学校の教育活動の在り方につきましても、これまで同様、感染

対策を講じてもなお、感染の可能性が高い活動については、実施方法

を検討しながら進めているところでございます。 

  このような対策を講じて学校教育活動を進めているところですが、

先ほど来お話にありますように、市内の学校において、児童・生徒の

本人が感染者となる事案が昨日現在５件発生しております。 

  そのうち１件につきましては、当該児童が在籍するクラスの学級閉
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鎖による臨時休業を令和２年１１月２４日火曜日から１２月３日木曜

日まで実施をしたところでございます。 

  臨時休業となった当該学級につきましては、ウェブ会議システムを

用いたオンライン授業が実施され、学習の遅れを心配する児童への対

策を図ってまいりました。オンライン授業で使用する学習端末につき

ましては、家庭の協力を得つつ、環境がない児童につきましては、東

京都より貸与されたタブレット端末や本市で購入いたしましたモバイ

ルルーターを貸出し、全ての児童がオンライン授業に参加をできたと

いうご報告を受けております。 

  また、今般、感染者となったという報告されたケースの多くは、家

庭内における感染であったとのことから、改めて教育委員会より各ご

家庭に注意喚起を促す文書を発出させていただいたところでございま

す。 

  学校では、感染者やそのご家族の人権尊重、個人情報保護に努める

とともに、新型コロナウイルス感染症に伴ういじめや偏見、差別によ

り誹謗、中傷を受けるというようなことがないよう、児童・生徒への

指導を徹底しているところでございます。児童・生徒のご家庭にも趣

旨をご理解いただき、ご協力をいただきますよう、改めてお願いいた

しました。 

  以上、学校の対応についてご説明いたしました。 

○渡部市長 企画政策課長。 

○笠原企画政策課長 それでは、市長部局のご報告でございます。 

  先ほど、市長よりご報告ございましたが、１２月３日木曜日、子ど

も家庭部児童課児童クラブに勤務します会計年度任用職員１名が新型

コロナウイルスに感染していることが確認されました。なお、児童ク

ラブにおきましては、常に消毒、換気を実施しており、感染予防対策

を徹底しておりますが、当該職員が濃厚接触に特定された際に、改め

て消毒等を徹底したところでございます。 

  なお、保健所によりますと、当該職員は、１１月２８日土曜日以降

に勤務はなく、児童クラブ職員及び児童クラブ在籍児童が濃厚接触者

に該当しないとのことから、現在も通常通り児童クラブは開所してい

るところでございます。 

  続きまして、昨日１２月８日火曜日のことでございますが、教育部

公民館に勤務いたします会計年度任用職員１名が新型コロナウイルス
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に感染していることが確認されました。児童クラブ同様に、公民館に

おきましても、常に消毒、換気を実施しており、感染予防対策を実施

しておりますが、当該職員が濃厚接触者に特定された際に、改めて徹

底した消毒を実施したところでございます。 

  こちらも保健所によりますと、当該職員職員は、１１月２８日土曜

日以降に勤務がなく、公民館職員及び公民館をご利用された方は、濃

厚接触者に該当しないとのことから、公民館は通常通り開館をしてお

ります。 

  国内、都内の新型コロナウイルス感染症は感染者が増加しておりま

すことから、庁内におきましても、改めて手洗い、消毒、換気などの

感染予防対策の徹底を周知するとともに、市民の皆様の安全確保に努

めてまいりたいと考えております。 

  以上、市長部局からのご報告でございました。 

○渡部市長 報告は以上でございます。本件につきまして、何かご質問、

ご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。今、感染拡大が続いて、非常に我々も心配

をいたしておりますが、基本に立ち返ってそれぞれが感染対策を努め

るしかないのと、庁内的には、職員に対しては、極力大人数での会食

等については自粛するようにということで申し上げています。 

  ただ、どうしてもご家族の中で感染があった場合については、なか

なか防御ができないというのがこの病気の非常に厄介なところかなと

いうふうに思っております。委員の皆様もぜひお気をつけをいただき

たいというふうに思っております。 

  それでは、特に事務局のほうからの報告は以上でございますが、委

員の皆様のほうから何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、冒頭申し上げましたように、明日をもって佐々木委員さ

んが教育委員を退任されることとなりました。これまで義務教育にお

子さんが通われているということで、保護者の立場ということで教育

委員にご就任いただいて、保護者目線で様々なご意見等を頂戴してき

たところでございます。先ほどもお話がありましたが、下のお子さん

が今年の春、中学校を卒業されて、高校生になられたということで、

ご退任をされることとなった次第でございます。大変寂しい限りです

けれども、最後に一言ご挨拶をいただければと思います。 

○佐々木委員 ４年間、皆さんにはいろいろとお世話になりました。あ
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りがとうございました。皆さんが市民、子供たちが安全に安心して通

えるように、日々ご尽力を頂いているということにすごく感謝すると

ともに、私自身もこの場にいることで勉強させていただきました。今

年の３月に無事義務教育を終えましたので、終えることができたのも、

本当に市の行政の皆さんが様々なことに取り組んでいらっしゃること

で無事に卒業できたんだなというふうに改めて思っております。本当

にありがとうございました。 

  今後は、地域の子供たちをあたたかく見守っていきたいなというふ

うに思っております。本当にありがとうございました。 

  以上です。 

○渡部市長 佐々木委員さんには、１期４年でございますが、東村山市

の教育委員として教育行政の発展、そして市内の子供たち、社会教育

含めると市民全体の学習のためにご尽力いただきましたことに心から

敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 

  今回でご退任ということになりましたが、ぜひ、引き続き東村山の

子供たちのために、地域で様々な活動を通じてご指導、ご協力をいた

だければと思っておりますし、これからのご健康でのご活躍をご祈念

させていただいて、お礼の言葉にかえさせていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。 

○佐々木委員 ありがとうございました。 

○渡部市長 それでは、以上で終了しますが、事務連絡は何かありまし

たらお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 次回の総合教育会議は、令和３年２月４日木曜日

を予定しております。開催場所につきましては、本日同様、こちらの

マルチメディアホールを予定しております。改めて、決定いたしまし

たらご連絡させていただきます。 

  事務局からは以上でございます。 

○渡部市長 以上をもちまして、令和２年度第３回東村山市総合教育会

議を閉会といたします。 

午前１０時３０分 閉会 




