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令和２年度第１回東村山市総合教育会議会議録 

 

○令和２年５月７日（木）第２委員会室（本庁舎６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 山 田 裕 二 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 秋山 剛 

  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 議題 

  令和２年度の総合教育会議の進め方について 

  新型コロナウイルス感染症への対応について 

３ その他 

４ 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。令和２年度第１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、また、新型コロナウイルス

感染症への対応等の公務ご多端な折にもかかわらず、早朝よりお集ま

りをいただきまして、誠にありがとうございます。 

昨年度、教育委員の皆様には、大所高所から東村山市の教育行政の

推進にご指導とご協力、ご尽力いただきましたことに、心より感謝を

申し上げたいと思います。 

本年度もこの総合教育会議を通じまして、教育委員会と市長部局の

さらなる連携の下、東村山市の教育の充実に全力で取り組んでまいり

たいと考えておりますので、引き続きのご指導、ご協力のほどよろし
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くお願い申し上げたいと思います。 

 ○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事務局よりお伝えさせていただいております

が、本日の議題は、令和２年度総合教育会議の進め方についてと新型

コロナウイルス感染症への対応についてでございます。 

  なお、資料につきましては、配付資料一覧をご確認の上、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１日よりクールビズということでノーネクタイ・ノー上

着となっていますので、職員はネクタイを外しておりますがご容赦く

ださい。９月３０日まで続きますので、併せてご承知おきいただけれ

ば幸いでございます。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。 

それでは、これより会議を進めさせていただきますが、本日は新型

コロナウイルス感染症の拡大が続いている状況を鑑みまして、議会等

の会議につきましても、全て、現行では、当市で会議の傍聴を基本的

には不可とさせていただいて、感染拡大を防止しているということで

ございますので、この会議についても、傍聴を事前にしないというこ

とを明らかにさせていただいております。したがいまして、通常であ

りますと、ここで傍聴の許可の確認をさせていただくのですが、今日

は、当初から傍聴しないということなので、傍聴されたいという希望

の方もいらしていないということなので、省略をさせていただきたい

と思います。 

それでは、引き続き、会議のほうを進めさせていただきます。 

改めまして、皆様、おはようございます。本日、連休明けのお忙し

いところ、令和２年度の第１回東村山市総合教育会議にご出席をいた

だきまして、誠にありがとうございます。 

昨年度は、この総合教育会議を、５回開催させていただきまして、

教育施策の大綱にかかる取り組みや教育の諸課題等についてご議論を

いただいたほか、教育委員会が策定をいたしました、いじめ等のため

の基本的な方針を市長部局と教育委員会の連携の下、内容の改訂に注

力をさせていただき、完成したところでございます。 

これを踏まえて、４月１日の市報に掲載をさせていただきましたが、

東村山市虐待・いじめのないまち宣言というのを行わせていただきま
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して、今後も引き続き、学校等でのいじめの早期発見、早期解決、未

然防止と、それから虐待の未然防止、早期発見、早期解決に教育委員

会と連携しながら、市を挙げて取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございますので、引き続きのご指導、ご協力のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

さて、ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－

１９）が昨年の暮れから、中国武漢から全世界に拡大をいたしまして、

見る見るうちに感染が拡大しているのはご承知のとおりでございます。

５月５日現在で、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の統計では、

世界で感染されている方が３６６万２，６９１人。亡くなられた方が

２５万７，２３９人ということでございます。我が国では、感染され

た方が、昨日現在で１万５，３７７人。亡くなられている方が５６６

人ということで、多くの方が世界中でこの感染症にり患をされて、苦

しまれ、また亡くなられているということであります。改めて亡くな

られた御霊に対して、哀悼の誠を捧げるとともに、感染をされて闘病

されている皆様に、心よりお見舞いと一日も早いご回復をお祈り申し

上げます。  

この４月７日から始まりました緊急事態宣言で、ここに来ましてよ

うやく少しずつ日本全体での感染者数も低減傾向にあるということで、

東京におきましても、昨日の発表では、都内での感染者数が３８人と

いうことで、１００人を下回る日が４日連続しているということで、

この間の取り組みの成果がようやく表れつつあるかなというふうに思

っております。一方で、都内での感染者はまだまだ多く、４，７４８

人で、既に亡くなられている方も１５５人いらっしゃるという状況で

ございます。  

当市でも、４月の当初では、感染者ゼロで推移しておりましたが、

半ばぐらいから徐々に増えて、現時点で１０名ということでございま

す。保健所でこの病気のことについては取り扱いをされておりまして、

私どもも、市内の感染者数については情報をいただいておりますけれ

ども、どこの誰さんが感染をされていると、どういう形で感染されて

いたのかと。あるいは、今現在、どの病院に入院されているとか、在

宅で療養されているとかといった情報については、公式には一切いた

だいてない状況でございますので、教育委員の皆様にご報告すること

ができないということで、大変心苦しく思っております。東京全体で
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は、ご案内のとおり、いわゆる後発例と言われる感染経路がわからな

い方、それと、最近増えているのは、家族感染と、いわゆる病院等で

の院内感染。傾向としては、市内の１０名の方も、多分同じような傾

向の方々が大半を占めているのではないかというふうに推測をしてお

ります。幸いなことに、市内の医療機関、福祉施設、あるいは保育園、

児童クラブ等で集団感染、クラスターが発生したという報告は受けて

おりません。ただ、ご案内のとおり、周辺市、特に所沢市等では、病

院の院内感染等がかなりの数出ておりますし、都内でも、保育園等で

の発生も確認をされておりますので、いつ何時当市でもこうした事案

が発生するかはわからないということでございますが、市としても、

できるだけそういったことのないように、これから努めていきたいと

いうふうに思っております。  

４月７日の緊急事態宣言、５月６日に一応終了予定でございました

けれども、５月４日に、正式に政府では、５月３１日まで延長すると

いうことを決定をいたしました。これを踏まえて、都教委では５月５

日に、都立学校については５月３１日まで休校を延長するという方針

が出まして、また、都内の区市町村に対しても、できるだけ都立学校

と歩調を合わせるような要請があったところでございます。学校の休

校の延長等については、後ほど教育委員会のほうでお決めをいただく

ことになろうかと思いますが、３月２日から、春休みを挟んで長期に

わたって、子供たちが学校に行かない状況が続くという、非常に大変

な状況です。  

皆さんに私から申し上げるのも、釈迦に説法じみて恐縮ですけれど

も、長期にわたって子供たちも学校に行かれない。特に年度末の重要

な時期、また年度初めの重要な時期に行けていないということで、や

はり子供たちの様子がどうなのかなと、非常に気になるところでござ

います。ご案内のとおり、大人も健康の不安や、あるいは経済的な不

安等抱えながら、相当なストレスの中で生活を強いられている中で、

子供たちも、友達にも会えない、家の中で一日過ごさなきゃいけない

というようなことで、相当ストレスがかかっているのではないかとい

うふうに思います。特に新年度になって、当市では、教育長の英断で

入学式や始業式を行っていただいて、その後も、２週間ほど登校日を

設けていただいて、学校に子供たちが行く機会がありますので、ある

程度、学校では先生方が子供たちの状況を把握されていると思います。
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ただ、新１年生等については、学校に入って、入学式と登校日ぐらい

しか行っていませんので、まだ友達関係すらできていないというふう

な状況になります。何とか５月いっぱいで一定の収束を見て、６月１

日から子供たちが学校に行ける状況になればなと願ってやまないとこ

ろですが、この３カ月間のブランク等もありますので、今後、それら

をどのように解消していくのかということについては、教育現場はも

とより、我々市長部局としても、大いに関心を持っていかなければな

らないというふうに思っております。  

４月２８日に、児童虐待防止対策に関する庁内連携会議というのを

開かせていただきました。今年の３月１日から会議までの虐待相談受

付件数は、約２０件程度ということです。家庭内でのＤＶを子供たち

の前で、要するに夫婦げんかというのでしょうか、ご主人が奥さんに

対して手をあげるというようなことを子供たちの前でやったことによ

る心理的虐待がみられるようでございます。一方で、これまで学校等

から上がってきた身体的虐待、あざがあるとか、ケガをさせられたと

いうような情報は、この間、学校が開いていませんので、上がってい

ない状況です。その中でも、身体的な虐待については、ほとんど状況

の把握ができていないようなところがありまして、子ども家庭支援セ

ンターにおいても、今、休校中の学校等も訪問をさせていただきなが

ら、情報収集や情報共有に努めている、そんな状況でございます。い

ずれにしましても、子供たちがこの間、今月あと２５日間、何とか健

やかに過ごしていただいて、また、著しく学習に遅れが出ないように

どうやってしていくか、そのことが大きな課題かなと思ってございま

す。  

市長部局としましては、６月に定例会を開く予定になっています。

そこで、今まで国や東京都の様々な経済対策が打ち出されて、全国の

市町村のほうにもそれらの予算が配分をされてまいりますので、それ

らを活用して、コロナ対策の補正予算を組ませていただく予定にして

おります。その中で、とりわけ本年度、教育予算の中で目玉的に行う

予定でございました、一つは中学校の体育館の空調設置ということで、

これは一応予定どおり進めさせていただきますが、もう一つの柱が、

いわゆるＧＩＧＡスクール構想に基づく取り組みでございます。本年

度、当初予算では、各学校のインターネット環境の拡充を図る、そう

いう予算設定でタブレット端末、あるいはモバイルパソコン等の購入
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については、モデル校１校分、小・中選んで、４０台ずつ計８０台購

入する予定でございましたが、こうしたコロナの状況を鑑みますと、

これがまた長期化したり、あるいは、冬場にかけて再度、第２波とい

うことで、また学校が休校状態になるということも懸念されるところ

なので、何とか自宅で学習できる環境を整えようということで、全て

の児童・生徒のタブレット端末ないしモバイル型のパソコンを購入す

る予算組みを補正予算においてしていきたいというふうに私としては

考えております。ただ、各家庭において、インターネット環境がどこ

まで整っているのか、そこは調査したことがありませんので、私のほ

うから、これは教育委員会の事務局のほうに、早急に調査をするよう

にお願いをさせていただいています。一方で、機器がそろっても、そ

れを使いこなして、学校の先生方が学校、あるいは家庭でこうした情

報機器を使って授業をやるということをこの間、いろいろ研究はして

いただいていますが、やはり早急に進めていただくことが重要と考え

ているところでございますので、教育委員会の先生方におかれまして

も、ぜひそうした面、事務局に対しましてご指導いただければありが

たいと思っているところでございます。  

ちょっと長くなりましたが、本年度につきましては、コロナ問題を

前半は中心として議論させていただいて、子供たちが何とか心身共に

健やかに過ごせる、そうした学習環境を作る。また、長期にわたって

学校に行かなくても、学習意欲をどのように高めて、実効性ある教育

活動の推進をしていくかということがどうしても大きなテーマになる

のではないかと、このように考えておりますので、後ほどスケジュー

ル等についてもご議論いただきますが、前半については、コロナ問題

でご指導とご協力をいただければなと、そのように考えております。  

ぜひ、限られた時間ですが、活発なご議論いただきますよう、そし

て、何よりも教育委員の皆様が、お気をつけいただいて、距離は開け

ても心をつないでいく１年にさせていただければ、そのように思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。  

それでは、次第に沿って進めさせていただきたいと思います。  

  本日の議題は、令和２年度の総合教育会議の進め方と新型コロナウ

イルス感染症への対応についてでございます。まずは今年度のスケジ

ュール（案）につきまして、事務局より説明をお願いいたします。  

○笠原企画政策課長 改めまして、企画政策課長の笠原でございます。
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引き続き、よろしくお願いいたします。  

それでは、資料１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）をご覧ください。  

昨年度は、いじめ防止等のための基本的な方針の策定のため、年５

回開催させていただきましたが、本年度は、例年どおり４回の開催と

させていただきたいと考えております。  

議題でございますが、ただいま資料にございましたとおり、今般、

新型コロナウイルス感染症の対応ということで、市長部局、教育委員

会ともに様々な対応に追われているところでございますが、スケジュ

ール案に記載されておりますとおり、本日の第１回目では、現在、喫

緊の課題であります、これまでの感染症対策について取り扱いさせて

いただき、第２回目では、本会議以降の対応につきまして取り上げさ

せていただきたいと考えております。３回目では、東村山市教育施策

の大綱に基づき、令和元年度、どのような取り組みがなされたかを報

告させていただきます。そして、第４回目に、令和元年度に議題とす

ることができませんでした、昨年度、佐々木委員よりご提案いただき

ました、災害時における市内小・中学校各校（地域）の取り組みにつ

いてご議論していただければと考えております。昨年度の第５回目の

会議においてお示しさせていただいたスケジュール案から、今回のコ

ロナウイルス関係の対応ということで変更がされておりますが、何卒

よろしくお願いいたします。  

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況次第では、今後

のスケジュールに変更が生じる可能性がございますが、委員の皆様に

は適宜ご連絡させていただきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。  

なお、委員の皆様には、事前に本年度取り扱う教育の諸課題につい

てご意見を頂戴したところでございましたが、こちらにつきましては、

来年度以降の課題と参考にさせていただければと考えております。  

事務局からは以上でございます。  

○渡部市長 ありがとうございます。 

ただいま今年度の総合教育会議の年間スケジュール案について、事

務局から説明がございました。今年度については、年間４回の開催を

させていただいて、先ほど説明がありましたように、第１回、第２回

では、新型コロナウイルス感染症に対する様々な対応について、また、
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例年ですと第２回で教育施策の大綱に係る昨年度の取り組みについて

を検証させていただいているところでございますが、ご案内のとおり、

恐らく６月から開催ということになると、夏休みも相当、多分使って

授業をしなければならないことになるので、第２回がちょうど８月と

いうこともありますので、それらを含めて１回目、２回目については、

新型コロナウイルス感染症への対応等について議論いただいて、ご意

見をいただきながら、３回目で昨年度の取り組みについてご報告をさ

せていただいて、第４回目で昨年度議論できませんでした、災害時に

おける市内小・中学校の地域の取り組みについて、議論をさせていた

だきたいというふうに考えております。皆様のほうで何かご意見、ご

質問があれば、お受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

特段なければ、おおよそこのようなスケジュールで進めさせていた

だくということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、今日５月７日、第１回新型コロ

ナウイルス感染症への対応についてと、８月４日にまたこの間、また

下半期等に向けて取り組みがあれば、新型コロナウイルス感染症への

対応についてを議論させていただいて、１０月１日に教育施策の大綱

に係る令和元年度の取り組みについて、そして、年明け２月４日に教

育の諸課題についてということで、災害時における市内小・中学校

（地域）の取り組みについてを議題とさせていただきたいと思います。  

先ほど事務局からありましたように、例年でありますと、ここから

事前に皆様から提出をいただきました教育の諸課題について議論させ

ていただいて、本年度のテーマを決めさせていただくことになってい

るわけですが、現在の喫緊の課題でございます、新型コロナウイルス

感染症への対応について、これから話し合いをさせていただきたいと

思います。 

まず、この間の取り組み、対応等について、おおよそ教育委員会の

関係については、先生方はよくご存じだとは思いますが、市長部局も

併せてご報告をさせていただいて、議論をさせていただければと思い

ますので、それぞれの事務方からご報告をお願いしたいと思います。 

最初に教育委員会からお願いします。 

○井上教育部次長 それでは、新型コロナウイルス感染症対策における、

教育委員会の取り組みにつきましてご報告をさせていただきます。 

  資料２及び資料２の別紙をご覧いただけますでしょうか。 
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  まず、学校教育についてご報告をいたします。政府の要請に基づく

臨時休業の実施についてでございます。令和２年２月２７日に開催さ

れました、政府第１５回新型コロナウイルス感染症対策本部における

要請に基づく学校の臨時休業の対応でございますけれども、東京都教

育委員会から令和２年４月２日付第８６号にて発出された、新年度に

おける公立学校の休業の措置等について及び東京都の感染拡大の状況

を踏まえまして、本市では、臨時休業の措置を昨日５月６日まで延長

してまいったところでございます。ただし、この連休の間、５月４日

に、政府より緊急事態宣言が今月末まで延長されましたことを踏まえ、

本市の小・中学校におきましても、臨時休業の延長及び学校の再開に

向けて、今後検討をしてまいります。今後とも児童・生徒の健康・安

全を最優先に考えまして、感染状況の拡大を防止する対応を図ってま

いりたいと考えております。 

  では、この間の取り組みにつきまして、幾つかご説明をさせていた

だきます。 

  まず、令和元年度卒業式及び令和２年度入学式についてでございま

す。令和元年度卒業式及び令和２年度入学式につきましては、それぞ

れ予定されていた日程で無事に執り行うことができました。卒業式に

つきましては、保護者、在校生及び来賓は参加せず、教職員及び卒業

生のみで行いました。卒業生の保護者の皆様は、校庭等の屋外にて、

卒業生の門出送り等に参加していただきました。感染拡大の防止を十

分に図った上で実施をさせていただきました。皆様、ご協力ありがと

うございました。令和２年度入学式につきましては、在校生及び来賓

には参加をご遠慮いただき、教職員、入学生と各家庭保護者１名のみ

の参列で行いました。小学校、中学校ともに大きな混乱はなく、整然

と新入生を迎えることができました。飛沫感染防止のため、国歌の斉

唱を含め校歌、式歌等の披露はありませんでしたが、在校生代表によ

る歓迎の言葉や新入生の代表による誓いの言葉などが凛とした雰囲気

に花を添え、各校ともすばらしい入学式となりました。市長からは各

校の新入生にご祝辞をいただき、誠にありがとうございました。また、

委員の皆様には、卒業式及び入学式へのご参列、誠にありがとうござ

いました。 

  続きまして、東村山市版感染症予防ガイドラインの作成についてご

説明をさせていただきます。 
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  こちらにつきましては、資料２の別紙をご覧ください。 

  教育委員会では、令和２年３月２４日付の文部科学省から発出され

た、「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校等における教育活動の再開等について」並びに令和２年３月２６日

付東京都教育委員会から発出されました、「公立学校における教育活

動の再開準備について」、それから、令和２年４月２日付の「新年度

における公立学校の休業の措置等について」を踏まえ、学校運営上、

取るべき感染症リスクを低減するための指針として、本ガイドライン

を作成いたしました。その後、世間の動向等に合わせ、内容を２回改

訂いたしまして、対応を図っております。現在は、皆様にお配りして

いる４月２３日版が最新の内容となっております。 

  次に、このガイドラインに沿いまして、臨時休業期間中の取り組み

と学校再開に向けた準備についてご説明をいたします。 

  まず、臨時休業中の取り組みについてでございます。引き続き、新

型コロナウイルス感染の拡大を防止するための臨時休業の措置である

という趣旨を踏まえ、児童・生徒には、人の集まる場所等への不要不

急の外出を避け、基本的に自宅で過ごすように指導をしております。 

  次に、休業中における教育活動については、まず、登校日について

は、これを適切に実施することとしております。臨時休業期間中に児

童・生徒が登校する日を週１日設定し、一人一人の休業中の状況を把

握し、支援が必要な児童・生徒には、個別に支援体制を整えることや、

健康観察並びに学習課題等の配付等の受け渡しを目的に、週１回程度、

登下校は分散で、児童・生徒個々に対応し、一人当たり数分程度で行

ってきたところでございます。ただし、この登校日につきましては、

緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受けまして、４月２０日以降、

予定していた登校日を現在中止しているところでございます。 

  校庭開放につきましては、児童・生徒の健康維持の観点から、運動

の機会を確保するために、１日２時間程度実施することとしていまし

たが、現在、緊急事態宣言下における臨時休業が継続していることか

ら、当面の間、実施しないこととしております。 

  休業期間中の学習については、原則自宅学習とし、学校からおおよ

そ１週間分の課題を登校日に合わせ提示することとしております。そ

の受け渡しにより学習状況の進捗を把握するとともに、臨時休業が明

けましたら、学習の定着状況を確認するための取り組みを実施するよ
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う各校に指導をしているところでございます。また、各学校には、こ

の臨時休業により教育課程の変更が余儀なくされているところでござ

います。 

  中学校における部活動については、臨時休業期間中は、屋内外を問

わず活動しないこととしております。 

  次に、児童・生徒の居場所作りに向けた取り組みについてでござい

ます。これは児童クラブに登録していない小学校第１学年から第３学

年までの児童及び小・中学校の特別支援学級、固定学級に在籍する児

童・生徒の中で、保護者のやむを得ない事情により自宅で過ごすこと

が困難な場合において、学校での受け入れを行うこととしております。

受け入れ期間は、本日７日、８日、明日も含め、臨時休業期間終了ま

でとしております。受け入れ期間は、全児童・生徒一律で午前８時３

０分から午後２時３０分までとしています。学習道具及び昼食を持参

していただくこととしております。登下校につきましては、保護者の

皆様のご協力の下に安全に留意して行っていくこととしております。

また、校内、あるいは隣接する児童クラブにおける児童の居場所の確

保のために、必要に応じて校庭等を提供しておるところでございます。  

  最後に、学校再開に向けた準備についてご説明をいたします。 

  現在、臨時休業が継続されることに鑑み、電話連絡等により全児

童・生徒の状況を把握し、児童・生徒の心身の健康状態や家庭環境の

状況を把握すること、あるいは学習計画表を用いた計画的な学習の進

め方、児童・生徒が抱える不安や悩み等において把握し、指導・支援

してまいるところでございます。また、児童・生徒一人一人の状況を

踏まえ、必要と判断される場合には、保護者等からの要望に応じて個

別指導を目的とする個別の相談日を設定したりしております。実施に

当たっては、児童・生徒同士の接触を避け、児童・生徒と教職員の十

分な距離を保つ等、感染防止の対策を講じてまいります。 

また、臨時休業期間中に感染状況の収束が見られる等の状況を考慮

した上で、今後、段階的な分散登校による登校日を設定するなど、学

校再開に向けた準備を進めてまいります。なお、分散登校に当たりま

しては、学年ごとの登校日や登校時間等を分散させ、週１回程度の登

校をする段階や、学年ごとの登校時間を分散させ、週に複数回の登校

をする段階など、感染状況を踏まえ、弾力的に設定してまいりたいと

考えております。 
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  本日、この後、教育委員会定例会において、本臨時休業における取

り扱い及び学校の再開に向けて決定する予定でございます。 

  臨時休業終了後における対応については、主に令和２年３月２４日

付第１７８０号「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校等における教育活動の再開等について」という国からの

通知に記載された内容を基に、感染予防策の徹底、教育活動上の留意

点、出席停止とした児童・生徒等の登校の判断、感染者や濃厚接触者

に対する偏見や差別、年間指導計画の見直し、特別支援学級における

留意点、教職員の健康管理、教職員の服務・勤務の各項目において、

ガイドラインにおいて定めております。特に、教育活動上の留意点に

おきましては、集会、授業中、給食や休憩時間、学校行事、保護者会、

学校公開日等、様々な学校での場面を想定し、教育活動を再開した場

合に学校が留意しなければならない状況について定めているところで

ございます。 

また、先ほども申し上げましたが、令和２年度の教育課程につきま

しては、今後、東京２０２０オリンピック・パラリンピックが１年延

期されたことにも伴いまして、長期休業期間や土曜日の活用も含め、

年間計画の再構築を進め、今年度の教育活動が円滑に行われるよう、

また、児童・生徒の不利益が生じないよう学校に指導・助言していく

とともに、教育委員会も取り組んでまいります。 

  ガイドラインには、最後に感染者等への対応編として、実際に感染

者が出た場合や濃厚接触者を把握した場合の学校の対応について定め

ております。それぞれ児童・生徒の場合と教職員の場合について指示

しています。いずれの場合も、該当者のプライバシーに最大限配慮し

ながら、校内体制や保健所等との連絡を図るとともに、正確な情報が

得られるよう対応方法を示しているところでございます。 

学校教育につきましては、以上のようなガイドラインを踏まえまし

て、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。 

以上、学校の対応についてご説明をさせていただきました。 

○山田教育部次長 それでは、引き続きまして、社会教育関係所管に関

する新型コロナウイルス感染症の対応についてご報告させていただき

たいと思いますが、ご報告前に別件という形で１点ご報告をさせてい

ただきます。 

  ４月３０日より、学校給食用のお米の販売につきまして開始をさせ



１３ 

ていただきました。この件についてご報告申し上げます。これらにつ

きましても、新型コロナウイルスの影響によりまして、３月に利用予

定でありました、給食用のお米、柏崎産の「こしいぶき」５トンを仕

入れ、そのうちの２トンにつきまして、東村山市米穀小売商組合のご

協力により販売を始めさせていただきました。現時点におきましては、

まだ数日ということなので、はっきりとした数字まではカウントでき

ておりませんが、今日の朝のご連絡によりますと、売れ行きは好調で

あると伺っているところでございます。なお、４月分以降の取り扱い

につきましては、現状におきましては決まってございませんが、今回

同様に、市内で消費していただけるような方策を考えていきたいと思

っております。 

  それでは、改めまして、社会教育関係所管に関する新型コロナウイ

ルス感染症への対応についてご報告させていただきます。 

  初めに、社会教育関係の対応についてご報告いたします。学校施設

コミュニティ開放につきましては、スポーツ開放、教室開放の使用中

止期間を５月３１日までとし、土曜開放につきましては、２学期から

の開催といたしました。また、市内４校の小学校で実施しております

放課後子ども教室につきましては、学校臨時休業に伴い、現時点では

実施しておりませんが、学校が再開し給食を伴う平常授業となった際

には、子供の放課後の居場所作りのために早期に実施したいところで

はございますが、一つの空間に多くの児童が集い、３密に該当いたし

ますことから、開催に向けましては、実施校と協議し、慎重に対応し

てまいりたいと考えてございます。なお、今年度より立ち上げます南

台小学校、東萩山小学校の２校におきましては、上記の理由同様に、

各校と協議をし、準備を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、青少年対策地区委員会関係でございますが、各地区委員会の

定期総会につきましては、委任状による書面決議で進めていただいて

おります。「白州１泊キャンプ」につきましては、長期休業期間及び

土曜日を活用し授業日を設ける可能性があることや、学校行事が２学

期以降に延期されること、さらには長距離バス移動、密集した部屋で

の宿泊等を踏まえ中止、白州山の家につきましても、使用中止期間を

５月３１日までといたしました。また、「なぎさ体験塾」につきまし

ては、今年度８月２０日から２２日の２泊３日の開催予定でございま

したが、構成市でございます東久留米市、新潟県柏崎市と協議し、先
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ほどと同様になりますが、長距離でのバス移動、密集した部屋での宿

泊、長期休業期間を活用し授業日を設ける可能性があることから、中

止としたところでございます。 

  次に、青少年委員主催で実施しております「輝け！東村山っ子育成

塾」につきましては、５月２４日より年８回での開催予定でございま

したが、体験活動は残念ながら縮小となりますが、９月より年５回で

の事業実施として開催する予定でございます。また、５月３０日、３

１日、６月６日、７日で開催を予定しておりました、文化協会主催の

「第２９回市民文化の集い」につきましては、中止となったところで

ございます。 

  次に、生涯学習施設の対応についてご報告いたします。 

  初めに、図書館です。３月２６日より、利用者は館内に入館せずに

予約資料を短時間で受け渡しできるよう机や本を配置し、窓口職員に

ついては、通常より短い時間での交代を行うなどの対策を行い、再開

初日には、全館で８６４名、３，３２１冊のご利用がございましたが、

東京都からの休業要請を受け、４月１３日より全てのサービスを中止

し、現在、完全休館いたしてございます。緊急事態宣言の延長に伴い、

図書館を含む当市公共施設の休館が５月３１日までとなったことによ

りまして、当初の予定を変更し、６月に実施予定でございました、蔵

書点検等の特別整理を５月中に各館で行い、６月再開に備えてまいり

ます。また、現在は全ての予約受け付けを中止してございますが、読

みたい本をご自身で登録しておける機能など、ホームページの活用方

法の案内を新たに掲載したところでございます。今後の開館を見据え、

利用者及び職員の感染予防策を行うとともに、安全・安心な読書環境

の確保に努めてまいります。 

  次に、公民館です。３月２６日より、地域公民館四つに設置されて

おります地域サービス窓口を再開し、初日には１７３件のご利用がご

ざいました。また、同様に再開いたしました印刷機につきましては、

４月３０日までに５館で９３件のご利用をいただいているところでご

ざいます。なお、５月３１日まで開館期間が延長されたことによりま

して、ご予約いただいておりました集会室等のキャンセルが５，０６

５件、ホールにつきましては、６月末まで、７３件の皆様に影響が出

ているところでございます。現在、ホールを除く６月の施設開館に向

けまして、公共施設予約システムの団体登録について、利用団体から
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提出された更新の手続や、秋以降に開催を予定している市民講座の準

備作業を進めているところでございます。 

  最後に、ふるさと歴史館です。閉館に伴いまして、体験学習室や研

修室、視聴覚室の貸し出しが中止となっているため、それらを使用す

る各種ボランティア団体活動や郷土研究団体の調査研究など、市民の

郷土・歴史に関する学習機会の減少、講演会や講座等が実施できない

状況となっているところでございます。また、今後も常設展示や企画

展示、その他の資料展示等があって実施できない状況が継続いたしま

すと、今年の１０月上旬に展示を予定しております、下宅部遺跡重要

文化財指定決定に伴う指定記念特別展にも影響が出てしまうことが懸

念の一つとなっているところでございます。 

なお、来場者数を昨年度と比較をさせていただきますと、概算では

ございますが、１カ月当たり約１，０００人程度の来場者の減となっ

ている状況でございます。 

  報告につきましては、以上でございます。 

○笠原企画政策課長 続きまして、市長部局のほうの取り組みにつきま

して、私のほうからご報告させていただきます。 

  資料３及び資料３別紙に沿ってご報告させていただきます。 

  初めに、１、感染者の発生状況でございますが、市内の感染者の公

表につきましては、感染者のプライバシーの保護に十分配慮する必要

があることから、東京都が公表いたしました、区市町村別の患者数を

公表することにしております。５月５日時点での東京都の報道発表で

は、都内で累計４，７４８名の感染が確認されておりますが、東村山

市内では、累計１０名となっております。１０名の皆様の一日も早い

ご回復をお祈り申し上げます。 

  次に、２番目、市内公共施設の休業及び休館の状況でございますが、

ただいま井上次長、山田次長から報告ございましたとおり、都知事か

らの要請に基づき、５月３１日まで引き続き、休館を延長したところ

でございます。詳細につきましては、別紙「市内公共施設等の一時休

館等の状況」をご覧いただければと思います。 

  続きまして、３番、イベント等の中止・延期状況につきましては、

市長部局が主催するイベント等といたしましては、６月３０日までの

イベント公演につきましては、全て中止とさせていただいております。  

  これまでの事業といたしましては、令和元年度の事業になりますが、
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２月２９日、土曜日に開催を予定しておりました、映画「あん」上映

会及びトークショーをはじめ、毎年６月に開催しております「菖蒲ま

つり」、７月から８月に実施しております「地域の戦争・平和学習及

び広島派遣事業」など、軒並み中止となっている状況でございます。

なお、菖蒲まつりにつきましては、現在のところ、北山公園内でのイ

ベント、模擬店の出店はございませんが、菖蒲苑は通常どおり開放し

ているため、花菖蒲は鑑賞することができます。ただし、公園をご利

用の皆様におかれましては、飲食を伴う集まりなどはお控えいただく

とともに、ごみの持ち帰り、路上駐車の禁止、せきエチケットの徹底

などをお願いしているところでございます。 

  続きまして、４点目、保育園等における対応につきましては、国の

方針に基づき感染の予防に留意した上で、継続的に保育を実施してお

りますが、４月１０日付で新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態

宣言を受けた保育園等における対応についての要請を、保護者の皆様

に対して文書にて通知させていただいております。本通知においては、

仕事をお休みになり家にいることが可能な場合につきましては、登園

をお控えいただくよう要請したものでございます。また、４月３０日

付で、新たに５月７日以降の保育園等の登園自粛についてのお願いを

行い、５月７日から９日、土曜日までの３日間については、極力登園

の自粛をお願いいたしました。週明け５月１１日以降の対応につきま

しては、国の検討結果や都からの要請、市内小・中学校における対応

等を踏まえ、５月７日本日以降に改めてご案内をさせていただく予定

でございます。なお、保育料等につきましては、利用日数に応じた日

割計算を行います。 

  続きまして、５点目、児童クラブにおける対応につきましては、３

月２日以降、市内の小・中学校が臨時休業となったことを受け、１日

保育を実施しております。そのほかの対応につきましては、保育園と

同様の、極力登所をお控えいただくように要請しているところでござ

います。 

  続きまして、６点目、市職員の勤務体制についてでございます。市

役所の職員につきましても在宅勤務の推進が求められているところで

あり、令和２年４月１３日から５月３１日まで、全職員を対象に在宅

勤務の推進の一環として、交代制勤務を実施しております。また、庁

舎窓口での飛沫感染防止のため、各窓口にアクリル板や飛沫感染防止
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のためのシートを設置し、最大限新型コロナウイルス感染症拡大防止

に努めているところでございます。 

  ７点目でございます、その他でございますが、１点目といたしまし

て、久米川駅南口、北口及び新秋津駅前のベンチ等を密集、密接を避

ける観点から閉鎖させていただきました。両駅は、かねてより長時間

の人だまりができていることから感染の拡大が懸念されており、この

ような対応を取らせていただいたところでございます。 

  （２）東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

に係る対応についてでございますが、当市といたしましては、今後も

中国のホストタウンとして、事前キャンプや蘇州市とのスポーツ交流

事業なども進めていく予定としておりますが、直近に予定している事

業や中国の方をお招きする取り組みなどは、現在のところ予定してお

りません。当市といたしましては、必要に応じて中国大使館や友好交

流都市、蘇州市、中国卓球、サッカー協会の皆様と連絡をとりながら、

今般の情勢を見極めて、今後も交流を図っていきたいと考えておりま

す。 

なお、当市から２月に蘇州市のほうにお見舞い状をお送りさせてい

ただいたところ、その返礼といたしまして、中国国家体育総局及び大

使館から８，０００枚のマスクを送っていただきました。こちらにつ

きましては、福祉関連施設及び保育園等に配布をさせていただいてお

ります。また、７月１４日、聖火リレーセレブレーション、多磨全生

園で開催する予定でございましたが、こちらにつきまして、併せて当

市で開催する予定でございました、全国ハンセン病療養所所在市町連

絡協議会総会につきましても、来年度、令和３年度において、再度聖

火リレーセレブレーションが開催される日程に合わせて、東村山市で

の開催を予定することで、構成市の皆様と合意をしております。 

  最後に、志村けんさんのご逝去についてでございますが、皆様ご存

じのとおり、志村さんの訃報が報道された直後から、東村山駅東口に

ございます、「志村けんの木」付近に大変多くの方が献花等に訪れて

いただきました。市では、駅利用者及びグリーンバス利用者の皆様の

通行の妨げとなることや駅前交通広場交通安全確保の観点から、皆様

のお気持ちを無にすることのないよう、３月３０日から一時的に献花

台等を置く措置をさせていただきましたが、新型コロナウイルス感染

症拡大防止の観点からも、ご来訪は極力お控えをくださいというアナ
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ウンスをしてまいりました。そのため、４月５日を最後に、この献花

台につきましては、撤去をさせていただいております。東村山音頭に

よって東村山市を全国区へ押し上げていただき、世代を超え私たちに

笑顔をくれた志村けんさんへの感謝の気持ちを込めまして、市民の皆

さん、また多くの志村さんのファンの皆様の思いに何らかの形でお答

えできればと考え、市ホームページにてお気持ちを受けるような形で、

５月１６日、土曜日まで受け付けをさせていただいております。皆様

から頂いたお気持ちにつきましては、志村さんのご遺族にお届けさせ

ていただきたいと考えております。 

  最後に、１点ご報告でございまして、国の新型コロナウイルス感染

症緊急経済政策として実施されます、特別定額給付金、お一人様につ

き１０万円給付する国の事業でございますが、こちらにつきましても、

現在市のほうでは準備を進めておりまして、速やかに市民の皆様にお

届けできるよう鋭意準備を進めておりますので、申請書等発送までも

う少しお時間をいただきますよう、何とぞご理解のほどよろしくお願

い申し上げます。 

  以上、市長部局からの報告とさせていただきます。 

○渡部市長 ありがとうございます。以上で報告なのですが、若干私の

ほうで付け加えますと、保育園とか児童クラブについては、現在のと

ころ登園・登所している児童と幼児については、大体おおむね在籍数

の３分の１程度になっています。これは何度も市のほうから自粛の要

請を保護者にさせていただいてきたところでございます。これは都内

の２３区２６市等で、保育園、児童クラブについては、対応がかなり

分かれております。原則休園措置を取った自治体も３分の１程度ござ

いまして、警察官や消防士、あるいは医療従事者のお子さんのみしか

特別保育をしないというふうなところもございますが、国や東京都は、

基本的には安全対策を十分やった上で、保育等については継続すべし

という方針が出されておりますことから、市としては、保育園並びに

児童クラブについては継続をさせていただいていますが、在宅勤務、

あるいは在宅待機になっておられる保護者もいらっしゃることから、

できるだけ、やはり感染リスクをお避けいただきたいということでお

願いをして、まだ私立の保育園では４割台のところもありますけれど

も、おおむね３割程度ということで、保育現場のほうも大分余裕とい

うか、密集、どうしても子供たちが大勢お預かりをする施設なので、
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３密を避けられないところですが、大分そこは緩和できてきているか

なというふうに思いますが、連休明け、これがさらに５月３１日まで

国の宣言が延長されることによって、保護者の方の勤務体制とかどう

なるのかと、ちょっとそこは心配なところで、様子を見ながら今後も

引き続き、市としては自粛をお願いして、できるだけ子供たちの感染

リスクを避けるために、ご家庭で保育できる方についてはご家庭で保

育をいただくようにしたいと、児童クラブもしかりということで考え

ているところでございます。あと、ちょっとこの間、もう一つの子供

関係の事業として、デスクの関係、いわゆる経済的に困窮されている

世帯のお子さんの学習支援事業についてのストップをせざるを得ない

という状況でございます。これもやはり、３密を避けざるを得ないと

いうことで、デスクのほうの学習支援事業もこの間ストップをしてお

ります。先ほどもご挨拶で申し上げたように、特に支援が必要な世帯

のお子さんですので、非常に心配をしているところですが、やはり集

めるということは、なかなか今の状況では厳しいところがありますの

で、こちらについても、基本的には５月３１日まで閉鎖ということで、

できるだけ状況把握に努めながら、経済的に困窮されている世帯の支

援等も考えなければならないというふうに思います。 

  それから、学校再開に向けて、これから教育委員会のほうで議論し

ていただくことになるのですが、その中で、私としてやはり一番心配

なのは、どこまで衛生消耗品の確保ができるかということでございま

す。市のほうで、このコロナ問題が発生するときに在庫にしていたマ

スクは３万枚ちょっとでございまして、既に市内の医師会等医療機関

に５，０００枚、それから保育園や児童クラブ等でも使っております

し、教育委員会のほうには既に５，０００枚ほど供給をさせていただ

いていますが、なかなか追加での購入はしておりますが、まだ手元の

ほうに届いていないという状況。それから、あと消毒薬、エタノール

等の確保についても努めておりますけれども、これが学校全体に行き

渡るほどの量が確保できている状況ではまだないかなというふうに思

っております。今後もそれらの衛生消耗品の確保については、市を挙

げて確保に努めて、安全な環境で、学校がもし再開できるような形に

なっても、そうしたものができるだけあるようにしたい。あとは、マ

スクについては、いろいろ議論ありますが、国のほうで布製マスクを

各世帯２枚ずつお配りするということで、まだ市内ではどこまで配ら
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れているのか私も承知しておりませんけれども、これらをうまく活用

していただくなり、あるいは布製で手作りマスクを子供たちにできれ

ば作っていただくような取り組みも進めていただくなどして、なかな

か全児童・生徒分を今後何カ月にわたって一日１枚ずつマスクを供給

するというのは、もうほぼ不可能に近い状況だということをご理解い

ただいた上で、その辺どうするかということは、ぜひ教育委員会の中

でもご議論いただければありがたいなと、こんなふうに思っておりま

す。 

  以上で、私からの追加説明を踏まえて、この間の取り組み等々につ

いてご質問、ご意見があれば、お受けをさせていただきたいと思いま

す。 

○村木教育長 私からも、３点補足説明をさせていただければと思いま

す。 

  まず、井上次長から説明がありました、児童・生徒の居場所作りに

向けた取り組みについてですが、児童クラブに登録していない小学校

１年生から３年生までの児童の中で、保護者がやむを得ない事情によ

り自宅で過ごすことが困難であるという申し出があった人数は８１人。

小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒７名ということで、

８８名の対象児童・生徒がおります。そして、この間、先ほどの児童

クラブと同様に、やはり３分の１の参加状況、学校によって若干温度

差はありますけれども、少ない日で２０名前後、多い日で３０名近い

状況で推移をしているところです。 

  それから、２点目ですが、今後の授業時数の確保に向けて、夏季休

業日のみならず冬季や春季の休業日、さらには土曜日の活用も踏まえ

て、どれだけ代替の授業が行えるのかを指導室にも試算をしてもらっ

ています。それが２点目です。後ほど、鈴木統括指導主事のほうから

も説明をしてもらいたいと思います。 

  そして、３点目が、児童・生徒一人一人の状況について、学校が個

別の面談が必要であると判断しているケース、それから、保護者から

の要望を踏まえて、今後、この個別指導の相談日を行うということに

ついては、学校と連絡を取り合いながら進めてまいりたいと思います。

学校臨時休業期間中、学校が再開されるまでの間、改めて全児童・生

徒に対して行わなければいけないと考えております。特に小学校１年

生と中学校１年生に対しては、可能ならば保護者も同席をしてもらい、
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不安や悩みの解消に応じるという取り組みをぜひ進めていきたいと思

っています。現在のところ、そういった設定をまだ学校には周知はし

ておりませんが、今後そういった措置も必要になるであろうと考えて

います。長期休業中や土曜日の授業時数の確保、これは時間の確保と

いうことだけではなくて、学校に対しては、まさに家庭学習をした内

容の確認とともに、それらがしっかりと定着しているかどうかの状況

も踏まえて、分析をしながら具体的な方策を学校に示していく必要が

あると思っております。 

それでは、鈴木統括指導主事のほうから、代替案についてお願いい

たします。 

○鈴木統括指導主事 令和２年度の教育課程の編成に向けた案について

ご報告申し上げます。 

  令和２年度当初は、東村山市立学校の管理運営規則に定められてい

る授業日数として、令和２年度は２０４日の授業日の確保が可能であ

り、各学校の教育課程の編成をしておりました。しかし、４月及び５

月の臨時休業により、４月は、入学式や登校日を除く日数として１６

日、また５月は、このまま登校日等がなければ、１８日の授業日数の

減となり、合計３４日の減が見込まれております。この後、各学校の

教育課程を編成するに当たりましては、６月以降、土曜授業として月

２回程度行った場合、１８日間の確保ができます。また、夏季休業日

も７月の末まで実施したり、あるいは８月の終わりの週を授業日にし

たりすることにより、授業日数を確保した場合は、１６日間の確保が

可能となる試算でございます。これらの取り組みを合わせて３４日の

授業日数の増が見込まれております。今後、学校にその旨を伝えなが

ら、単に授業日数を確保するだけでなく、真に子供たちの必要な授業

時数について精査していくように指導していきたいと考えております。 

  以上です。 

○村木教育長 学校と協議しながら、最終的に教育課程の編成権は学校

長にありますので、様々な学校行事との兼ね合いもあると思います。

今鈴木統括が言ってくれましたように、まさに授業時数を調整するだ

けではなくて、本当に学力が十分に定着しつつあるかどうか、その辺

りのことも把握しながら進めてまいりたいと思っております。 

  そして、もう一点補足になるのですが、先ほど、市長のほうから市

内の虐待の状況について丁寧なご説明がありました。小・中学校にか
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かわるところでは、もちろん兄弟姉妹がいるということで、家庭の件

数で数を確認していきたいと思うのですが、実際に小・中学校にかか

わる虐待事案は、６件と伺っております。３人兄弟がいらっしゃる家

庭、あるいは二人の兄弟がいるというところを１件というふうに捉え

て６件。その内訳は、小学校が５件で中学校が１件。そして、市長の

ほうからもお話がありましたように、心理的虐待が圧倒的に多いとい

うことの報告を受けております。 

○渡部市長 教育長から補足のご説明がございましたが、教育委員の皆

様、今のこの間の３月、４月の教育委員会並びに市長部局等での取り

組みについて、ご説明を大ざっぱでしたけど、申し上げました。何か

ご質問やこの辺どうなのかということでご質問があればお受けします。

また、この辺はこうすべきではないかというご意見があれば、お受け

をさせていただきたいというふうに思います。ただ、年間の授業日数

の確保等については、後ほど教育委員会で詳しくお話し合いをしてい

ただくので、できれば市長部局に対して注文しておきたいというよう

なことがあれば、その部分でご意見をいただいていたほうがいいと思

いますので、よろしくお願いします。 

時間限られているので、當摩委員のほうから一言ずつお願いできれ

ばと思います。 

○當摩委員 まずもって、この新型コロナウイルス関連のことで、市長、

本当に陣頭に立って引っ張ってくださって、適切なご判断、ありがと

うございます。そして、教育長、理事の皆様もそうした市長を共に支

えてくださっていらっしゃることに心から深く感謝申し上げます。あ

りがとうございます。市長、覚えていらっしゃるかな、私ちょっと前、

お電話で、とんでもないことが起こる予感がというようなことを申し

上げたことを覚えていませんか。本当に起こってしまいました。でも、

このことは私たち、未曽有の今まで体験したことないことなのですけ

ども、どのように乗り切っていけるか、私たちの一人一人にかかって

いる問題だと思います。それを４月７日の緊急事態宣言が出てから、

日常的な買い物とかはそれはしないと死んでしまいますので、します

けれども、本当に一切いろいろなことをシャットアウトするのでなく

て、距離をちゃんと持つという中で自分ができることというのを確認

しております。そして、実は平沢保治さん、全生園に訪れることもで

きなくなって、時々、私何回かはがきで、お手紙だとなかなか読んで
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いただくのにあれなので、１枚のはがきの中に自分の思いとか、お父

さん元気とか書いて出しましたら、お電話くださって、私、そのとき

ちょっと泣いちゃったのですね。そうしたら、電話だと何かあれだか

らと、平沢さんからも代筆でお返事をいただいて、先だって、またそ

ういったお便りを出したら、ありがとうなとお電話くださって、その

ときに実は東村山の子供たちにお父さんからもエールが欲しいとお願

いしましたら、まだ届かないのですけども、この連休中に、なるべく

その２日でそれを４００字ぐらいだよとおっしゃるのですけども、内

容は私まだ知らないのですけども、それが私のところに多分明日か、

来週になってしまうかわかりませんが、もう郵送してくれたというの

が届きます。それで、ちょっとお願いなのですけれども、「東村山の

小・中学生の皆さんへ」というタイトルなのだそうですが、あれだけ

隔絶された社会の中で、ご苦労なさった方の子供たちへの励ましの言

葉は、あるいは先生方や市民の方々皆さんにも、東村山のやはりずっ

と過ごしてきて、人権を共に考えたこととして役に立つのかなとか思

うので、私からもお願いですが、市ホームページに掲載していただい

て、皆さんに広く知っていただいてということをお願いしてもよろし

いでしょうか。 

私からのお話はこんなことでございます。 

○渡部市長 すてきなお話、ありがとうございます。いただきましたら

市のホームページに掲載させていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

  続きまして、櫻井委員さん。 

○櫻井委員 時間もないところなので、幾つかだけお話ししたいと思い

ます。 

  一つは、端末を児童・生徒に、これはちょっとこの後の補正でしょ

うし、今すぐというわけにいかないもので、今後ということになるの

でしょうけど、それに向けてネット環境を調べて、調査をして、どう

対応していくかという話も出ました。ご存じのとおり、渋谷などは全

家庭にもう配っているそうです。ところが、その使い方という点で、

まだまだ教員が今まであまり馴染みがないということで今、こういう

機会でということで積極的に利用しているとのことです。それから、

世田谷区の教育委員会が１，０００台を貸与すると。世田谷でも１，

０００台貸与するような準備をしなくちゃいけないのだなという現状
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がわかりました。その際に貸与するのは、タブレットと併せて、ルー

ターです。それから、川越が、アカウントをもう既に子供たちには２

年前に渡していて、使える体制は取れていたのだけど、今までほとん

ど使っていなかったので、今回それを活用しているそうです。それか

ら、さいたま市が来週から、小学校、中学校全部でモバイルの授業を

やるということが決定しています。兄弟で１台しかない家もあるので、

１５分単位の時間割りを作って、例えば、午前中の１時間目は１年生

と６年生の時間とか工夫し、時間数的には少ないのですけど、午前が

小学校、午後が中学校とのことです。４月の先生方の宿題は、全教科

を全部オンラインでできるようにというので、各学校等に分担して教

材作りをしていました。その中で、やはり出てきたのが、印刷環境が

あまりよくないという課題が出てきました。印刷したものを学校に取

りに行くという時間を取るという形で対応するそうです。やはり、多

分、今後端末を用意していただいて、ネット環境にも応じていってと

いうような形になったときに、印刷という観点は、なかなか現実的に

は難しいだろうなと思います。この辺を学校任せじゃなくて、市のい

ろいろな機関で何らかの形で印刷できるような環境を市を挙げてやっ

ていいよ、なんていうのも併せて必要じゃないかなというふうに思い

ます。 

それが一つと、それから、もう一つは、久米川駅南口、北口及び新

秋津駅のベンチ等の閉鎖、これについて、人が密集するからというこ

とで、市長部局のほうで今対応されている。これは私も見せていただ

きましたけど賛成で、併せて今回、志村さんが亡くなって、東村山の

駅前に「志村けんの木」があるということも大分公になってまいりま

した。ここで思い切って、コロナ対策ではなくて、これをきっかけに

駅前開発みたいな、駅前をこれをきっかけに久米川駅の南口、北口、

東村山駅前とか、新秋津の駅前とかを市のある意味では夢のあるゲー

ト、これをきっかけに何かそんなふうに発展させるいいチャンスなの

じゃないかなと考えます。教育委員会の会議の内容ではないのでしょ

うけども、ピンチがチャンスにみたいな感じになっていくんじゃない

かなと思いました。 

   

○渡部市長 ご提案も含めまして、ご意見ありがとうございます。 

  引き続きまして、佐々木委員さん、お願いいたします。 
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○佐々木委員 様々なご対応いただきまして、ありがとうございます。 

私は、高校生に子供たちが上がったのですけれども、中学３年生で

この前卒業式を迎えて、同級生の子供たちは、入学式がまだできない

まま、都立高校の子たちは特に、できないままいるので、実は制服も

まだ、多分袖を通したことがないのかなというふうに思いながら日々

過ごしておりました。保護者も、実はもう疲れています。私も疲れま

した。ただ、子供たちも本当に疲れていますし、うちはまだ高校生だ

からいいのですけれども、やはり、小さいお子さんを抱えている小学

生、特に低学年のお子さんのご家庭とかは大変だろうなというふうに

日々思っております。その中でも、様々な対応を取っていただいて、

本当に感謝を申し上げたいなというふうに思います。 

  １点だけ、私からお話しさせていただくことは、今学校からのメー

ル配信って、それぞれの学校によって違うのですね。小学校とかでは、

ＰＴＡが主体となって学校と協力してメール配信しているところもあ

れば、無料のところを使って契約している方もいらっしゃると思うの

ですけど、全くないところもあるので、ホームページを随時確認して

くださいというふうにおっしゃってくださるのですけど、やはり保護

者の人はちょっと忘れてしまったりとかもあるので、できれば学校任

せではなくて、市が主体となって契約してくれるメール配信サービス

があると、より良いのかなというふうに思いました。ただ、市のホー

ムページを見ると、本当に決まったことはすぐ、ホームページとして

上げてくださっているので、私もあっと思ったときに、まず市のホー

ムページとかを確認させてはいただいているのですけれども、保護者

に行き渡るという面では、市で中心となっていただけるといいかなと

いうふうに思います。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。ちなみに、防災ナビと秋水園のア

プリのほうでも、いろいろ情報を一緒に出すことにさせていただいて

いますので、そちらでもご確認いただけるようになっているかな。学

校のメールの関係について、また今後、教育長とよく相談させていた

だきたいと思います。 

  小関先生、お願いします。 

○小関委員 たくさんの対応策を伺って、本当にありがたいなと思いま

した。学校については、この後の教育委員会ということなので、家庭
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のことでちょっと心配なことがあります。今、佐々木委員から、保護

者が疲れているという話がありましたけど、本当に疲れると思うので

すね。子供たちが虐待までいかなくて、面倒くさがられているという、

そういう実態も聞いています。その辺りが、これから虐待につながっ

ていくんじゃないかということをとても心配で、保護者のメンタル面

のケアをどうしていくかということを課題だと思っています。もちろ

ん経済生活についての不安も、保護者、持っている方たくさんいると

思うのですけれど、まずはそのメンタル面、何かあったときに、小さ

なことでも受け止めてくれる電話相談とか、何かそういったものがあ

って、少し発散ということにはならないかもしれませんけど、誰か聞

いてくれる人がいる、相談する相手がいるという、そういうことを作

り出す必要があるのじゃないかなということがまず一つです。 

  もう一つ、ちょっと時間がないところで申し訳ないのですが、私、

学校がお休みになってから本当に心配しているのは、子供のお昼ご飯

なのですね。きちんと準備をしてもらえる子供たちはいい。そうじゃ

ない子供がどれくらいいるのだろうか。そして、栄養が偏っていく心

配があるんじゃないか。その辺りのことなのですが、何かおいしいも

の、栄養があるものを安く子供たちに提供してくれるお店はないもの

だろうかというようなことを考えておりました。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。市内の飲食店でも今、エール飯と

いうサービスで、子どもエール飯というのを１食３００円でやってい

るところがあります。それから、先ほども山田次長からありましたよ

うに、学校教育の給食食材の取り扱いをどうするのかというのは、今

後課題かなというふうには考えていますので、何よりも実態がまずわ

かっていないのが一番問題かなと思います。その辺、市長部局として、

福祉的なアプローチと教育委員会からのアプローチと両方向で、やは

り子供たちは今どういう状況にいるのか、お昼ご飯をちゃんと食べら

れているのかどうか、そこに対しても、いろいろ議会からもご意見を

いただいておりますので、それらを踏まえて適切に対応できればなと、

このように考えております。 

  その他何かご意見あれば、引き続きの教育委員会のほうで、場合に

よっては市長部局に絡む話でもしていただいて、事務局のほうか私の

ほうにお伝えいただければというふうに思っております。いずれにし
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ても、本当に未曽有の状況でございます。しかも、東日本大震災も大

変だったわけですが、局地的なことではなくて、日本全国、世界中が

今こんな状況になっているということでありますので、何とか子供た

ちの心身の発達や学習に極力悪影響を減らして、このピンチをチャン

スにして、距離は開けても心をつないでいけるような東村山にすべく、

また皆さんと力を合わせて頑張ってまいりたいと考えておりますので、

引き続きのご指導、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げて終わり

にしたいと思います。最後に事務局のほうから事務連絡があれば、お

願いいたします。 

○事務局 次回の会議日程につきましては、令和２年８月４日、火曜日

となります。開催場所につきましては、マルチメディアホールを予定

しておりますが、開催が近くなりましたら、改めてご連絡をさせてい

ただきます。 

事務局からは以上です。 

○渡部市長 ということで、８月４日、よろしくお願いいたします。 

  これをもちまして、令和２年度第１回東村山市総合教育会議を閉会

といたします。お疲れさまでした。ありがとうございます。 

午前１０時３０分 閉会 

 




