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令和２年度第２回東村山市総合教育会議会議録 

 

○令和２年１０月１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。（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 行政経営課長 深 野 聡 

○本会の書記は次のとおりである。 

  企画政策課 主査 秋山 剛  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 

  新型コロナウイルス感染症への対応について 

４ その他 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 おはようございます。ただいまから、令和２年度第２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をいただきましてあ

りがとうございます。小関委員におかれましては、今回の９月定例会

で再任のご同意をいただいたことで、引き続き当市の教育行政を中心

にお力をいただければと存じております。よろしくお願いいたします。  

  それでは、議題に入ります前に本日の会議の内容と配付資料の確認

を事務局からお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 おはようございます。企画政策課長、笠原でござ

います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の会議につきまして、ご案内申し上げます。 
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  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。 

 また、本日の会議でございますが、当初５月７日にお示しした日程で

すと、第３回目ということを予定させていただいておりましたが、８

月の会議を延期とさせていただきましたことから、資料１にございま

すように、本日が第２回目の会議とさせていただきます。 

  なお、第３回目は、１２月９日水曜日、第４回目は、２月４日木曜

日に開催させていただければと思います。よろしくお願いいたします。  

  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

の議題は、第１回に引き続き「新型コロナウイルス感染症への対応に

ついて」を議題とさせていただきます。 

  以上でございます。 

○渡部市長 資料はよろしいでしょうか。早速ですが、本日の傍聴につ

いて、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、いかがでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特にご異議がございませんので、傍聴を許可いたしたいと

思います。また、会議途中で傍聴希望者がおいでになった場合につき

ましても同じように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 特に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、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。会議の規模から判断して、５名程度の傍聴が

可能と思われますが、５名とさせていただくことでご異議ございませ

んでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 特にご異議ございませんので、本日は５名とさせていただ

きます。 

  それでは、傍聴を許可しますので、事務局より傍聴者人数の報告と
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入場をお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 現在、傍聴者の方は３名でございます。 

○渡部市長 どうぞ。 

 

午前 ９時０３分 休憩 

 

午前 ９時０５分 再開 

 

○渡部市長 会議を再開させていただきます。 

  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、お手元にご配付させていただいております「傍聴者の方へ」の内

容を遵守していただきますよう、お願いいたします。 

  改めて、皆様にご挨拶申し上げたいと思います。皆様、おはようご

ざいます。教育委員会の皆様には大変お忙しいところ、本日第２回の

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。 

  また、常日頃は、東村山市の教育の充実発展のため、委員の皆様に

は多大なご尽力をいただいておりますことに改めて感謝を申し上げる

次第でございます。 

  新型コロナウイルス感染症につきましては、依然として収束は見ら

れない状況でございます。学校のほうも前倒しで夏休みが明けて、各

学校２学期に入っておりますが、さまざまな対策を講じるということ

で先生方も大変ご苦労なさっておられることと思いますし、児童・生

徒の皆さんには、いろいろな制限が伴う中で、本当に大変な状況にい

るのではないかということで、心からお見舞いを申し上げるとともに、

彼らの成長が健やかなものになるよう、我々も力を尽くしていかなけ

ればならないと改めて思っているところでございます。 

  本日は、前回に引き続きまして「新型コロナウイルス感染症への対

応について」ということを議題とさせていただき、教育委員会から教

育の現場、学校や社会教育施設での感染対応ということと、それから、

市長部局から、それ以外の部局でのそれぞれの対応についてご報告さ

せていただいて、教育委員の皆様にそれぞれ、よりよい教育のために

ご意見等を賜れればと思っております。 

  また、その他といたしまして、さきの９月定例会で採択されました
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来年度からスタートいたします市の最上位計画であります第５次総合

計画について、当然教育分野も網羅されている内容になりますので、

簡単に後ほど所管よりご報告をさせていただきますので、お聞き取り

いただければとこのように思っております。 

  それでは、早速、次第に沿って進めてまいります。議題、「新型コ

ロナウイルス感染症への対応について」ということで、まず、教育委

員会のほうから説明をお願いいたします。  

○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いて、ご報告をいたします。 

  まず、学校教育についてでございます。 

  前回の総合教育会議以降の取り組みにつきまして、簡単にご説明を

させていただきます。  

  緊急事態宣言に基づく市立小・中学校の臨時休業につきましては、

令和２年５月３１日までとし、６月１日から学校を再開しております。

児童・生徒が学校生活に無理なく適応できるように学校再開前後の２

週間、分散登校を実施し、児童・生徒と教員の信頼関係づくりや新し

い生活様式に基づいた学校生活への指導を図ってまいりました。  

  現在、夏休みが明けまして以降も引き続き三密を避けるなどの感染

症対策を十分に講じながら、通常の教育活動を実施しております。学

校再開後の安全対策について徹底を図るため、校内の関係整備や教育

活動上の留意点として示し、感染症対策を講じてもなお感染の可能性

が高い教育活動については、指導順序を変更するとともに、家庭学習

との組み合わせによる指導計画を検討するなどの対応を図っていると

ころでございます。  

  なお、学校再開後に新型コロナウイルス感染症への不安等から登校

を控える児童・生徒につきましては、現在では、小学校６名、中学校

３名おります。不登校の児童・生徒同様に学級担任等による週１回以

上の電話連絡、あるいは学習保障に伴う課題の受け渡しなど、家庭訪

問等を通し、スクールカウンセラー等の専門的な支援も受けつつ、当

該児童・生徒の心理的な負担のケアについて対応を図っているところ

でございます。  

  さらに、保護者自身による感染の不安が見られるケースもあります

ことから、民生児童委員や子ども家庭支援センターとの連携も視野に

入れ、引き続き対応を図ってまいります。  
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  ２点目の中学校の部活動の再開についてでございます。  

  令和２年６月２２日より、中学校部活動を再開し、生徒の健康・安

全の確保のため、生徒の体力や健康状態を考慮し、段階的に再開する

よう指導してきたところでございます。 

  また、これまで部活動に取り組んできた第３学年生徒への配慮から、

中学校スポーツ大会や合同演奏会等において、実施内容や方法を工夫

しながら、生徒の意向や心情を踏まえた取り組みを行ってまいったと

ころでございます。 

  ３点目は、感染者並びに濃厚接触者等が発生した場合についてでご

ざいます。 

  児童・生徒及び教職員が濃厚接触者となった場合や、家族等が感染

の恐れがある場合には、児童・生徒の場合は「出席停止」とし、欠席

扱いとはせず対応しているところでございます。教職員の場合は、感

染者や濃厚接触者については「事故欠勤」、感染の恐れがある場合は

「自宅勤務」を命令し、出勤しないように命じるとさせていただいて

いるところでございます。 

  これまで、ＰＣＲ検査で陽性者となった児童・生徒及び教職員はお

りません。感染可能期間に登校・出勤している場合もないことから、

臨時休業の措置は講じておりませんが、引き続き各家庭の協力を得な

がら、対応を図ってまいります。 

  ４点目は学校行事の対応についてでございます。 

  学校行事としては、令和２年度における宿泊を伴う行事は全て中止

とさせていただいたところでございます。学習発表会等の学校行事に

つきましては、例年通りの実施とはせず、内容を変更し、時間を短縮

するなど工夫をして実施しているところです。 

  現在、各小学校においては、規模を縮小し学年別に競技を実施する

などの工夫をしながら、運動会を開催しているところでございます。 

  続いて、５点目です。「東村山市版感染症予防ガイドライン」の改

訂についてでございます。 

  ただいまご説明してまいりましたような内容を踏まえ、「東村山市

版感染症予防ガイドライン」を改訂し、２学期の学校再開に向けて、

留意点を示したところでございます。都内の感染状況が依然として予

断を許さない状況であることを踏まえ、学校の教育活動の在り方につ

きましても、１学期同様、感染対策を講じてもなお、感染の可能性が
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高い活動については、実施方法を十分検討するよう指導しているとこ

ろでございます。 

  今後も、学校の状況や課題に応じて、適切な支援を実施してまいり

たいと考えております。 

  最後に、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた進捗状況について、

ご報告をさせていただきます。 

  まず、「校内通信ネットワークの整備について」でございますが、

現在、クラウド活用や大容量の動画視聴等をストレスなく行える仕様

を踏まえたインフラ整備や、各教室にてタブレット型端末を格納する

電源キャビネットの設置を図る工事に着手をしております。 

  次に、「１人１台端末整備について」でございます。 

  学校情報化推進委員会における協議を踏まえ、１人１台端末の機器

選定を進めているところでございます。先週の９月２５日金曜日には、

ＧＩＧＡスクールリーダー等による１人１台端末の機器体験会を実施

し、実際に使用する教員の意見を捉えることができました。 

  また、昨日９月３０日には、公募型プロポーザルによる業者選定を

実施いたしました。この後、選定業者の決定がなされる運びとなって

おります。 

  続きまして、「教員研修について」でございます。 

  校長研修並びに主幹教諭研修といった職層に応じた研修において、

ＧＩＧＡスクール構想の実現をテーマに、学校管理職に求められるリ

ーダーシップについて理解を深める研修を行いました。 

  さらに、全教員を対象としたオンラインによる研修動画を作成し、

ＧＩＧＡスクール構想についての考え方や今後のスケジュールについ

て説明した動画を視聴したところでございます。 

  また、ＧＩＧＡスクールリーダーによる研修を開始し、校内におけ

るＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた推進体制を図るための研修を

実施したところでございます。今後もＧＩＧＡスクールリーダーの研

修につきましては、引き続き行ってまいります。 

  最後に、「新型コロナウイルス第２波への対応について」ご報告を

させていただきます。 

  東京都からの貸与を受けておりますタブレット型端末７５０台を確

保しており、また、モバイルルーターとしてＸ－ＭＯＢＩＬＥ社から

の寄附５０台と市の一般財源等により購入した２００台、計２５０台
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を準備しております。 

  これらの端末を用いて、再度の臨時休業の際には、７月に家庭環境

調査を実施した結果、インターネット環境がないと回答した家庭の内、

小学校第６学年及び中学校第３学年の約７３０世帯を優先して貸与す

る予定となっております。 

  なお、現在はこれらの端末を有効に活用するため、１８校にタブレ

ット型端末４０台ずつ、モバイルルーター１２台程度を配備し、順次、

１人１台端末の運用に向けた準備を進めているところでございます。 

  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。 

○渡部市長 引き続き、山田次長、お願いします。 

○山田教育部次長 それでは、続きまして、生涯学習関係所管に関する

新型コロナウイルス感染症の対応につきまして、配付しております資

料２の裏面、２として生涯学習についてに沿ってご報告をさせていた

だきます。 

  １点目といたしまして、社会教育関係の対応についてでございます。 

  初めに、「学校施設コミュニティ開放」につきましては、使用時に

おきまして、チェックリスト等を設け、スポーツ開放は７月１日より、

教室開放は９月１日より開放させていただいております。 

  土曜開放（土曜講座）につきましては、実施可能な講座については、

規模を縮小するなど安全対策を講じ順次再開する予定でございます。 

  次に、「放課後子ども教室」の再開につきましては、現在、教育活

動推進委員と再開に向け、協議、検討を継続して行っております。実

施校と協議した上で再開をさせていただきたいと考えてございます。 

  次に、「東村山市青少年健全育成大会」における中学生の主張大会

につきましては、今年度は夏季休業期間が短く負担が見込まれること

から、中止となったところでございます。 

  なお、第２部の東村山市青少年善行表彰につきましては、実施に向

け現在準備を進めているところでございます。 

  次に、青少年対策地区委員会関係でございますが、中止決定を行っ

た地区委員会もございますが、地域の子供たちのために各校と協議を

しながら、規模を縮小して実施できるかどうかというところについて

検討をしております。 

  また、３月６日に予定をしておりました「第２５回スーパードッジ

ボール大会」につきましては、協議の結果、残念ではございますが、
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中止が決定したところでございます。 

  次に、白州山の家につきましては、再開に当たり、白州山の家の利

用におけるガイドラインを作成し、利用者の方にも感染予防対策を講

じていただくことで、７月１日より再開させていただきました。 

  次に、「輝け！東村山っ子育成塾」につきましては、実施回数を縮

小し、９月より開催する予定でございましたが、委員会にて協議した

結果、今年度は残念ながらこちらも中止とさせていただいたところで

ございます。 

  しかしながら、年度当初に申し込みされました児童・生徒に対して、

何かしらの体験学習事業が実施できないかどうか、現在委員の中で協

議、検討しているところでございます。 

  次に、「東村山文化・芸能フェスティバル」は東村山市文化協会と、

「第４７回東村山市民文化祭」は市民文化祭実行委員会とそれぞれ協

議をさせていただきましたが、残念ながらこちらも中止となったとこ

ろでございます。 

  最後に、「令和３年東村山市成人の日の集い」につきましては、７

月１７日現在における新成人数は１，５５２名でございます。８月末

時点におけます東京都新型コロナウイルス感染症を乗り越えるロード

マップで示されております、会場収容人数の２分の１以下での実施と

なりますことから、中学校区域に分け３部制にて実施することとなり

ました。 

  なお、ご来賓につきましては、会場の関係から市議会議長、恩師の

先生のみとさせていただきます。 

  これに伴う周知につきましては、ホームページへの掲載、９月１５

日号市報にて時間変更の旨の掲載、また、１０月上旬に、新成人宛て

に開催時間の変更等について通知させていただき、１２月上旬には、

正式な案内通知を改めて発送させていただく予定でございます。 

  次に、２点目でございます。生涯学習施設の対応について、ご説明

いたします。 

  初めに、図書館です。休館中につきましては、市内５館の蔵書点検

作業を前倒しで実施したほか、蔵書整理を進め除籍した児童書の一部

を市内の小・中学校図書館や学級文庫などに活用していただくなどの

支援を行ってまいりました。 

  開館に当たりましては、東京都や日本図書館協会のガイドラインを
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参考にし、感染予防策を講じた上で、段階的にサービスを再開し、７

月１日から夜間開館の再開、制限しているフロアも開放をいたしまし

た。 

  また、各館とも１日に数回館内放送を行い、マスクの着用、入館時

や資料閲覧時の手指の消毒、館内では一定の距離を取って長時間のご

利用はご遠慮いただくよう、ご協力をお願いしているところでござい

ます。 

  利用状況といたしましては、開館直後につきましては、前年の７割

程度でございましたが、夏休みに入りました８月は、前年比の９７．

５％と前年並みに戻ってきたところでございます。 

  予約件数は各館とも前年実績を上回り、１０９％と増加していると

ころです。感染予防策として、予約した本を借りて帰るという利用が

増えていると考えております。 

  なお、主催事業につきましては、おはなし会など対面で行うものに

つきましては、引き続き実施を見合わせておりますが、講演会や講習

会は広い会場を確保、または定員を減らすなどの対応で準備をしてお

り、現時点におきましては、１０月２４日に荒川洋治氏の講演会、１

２月には製本講習会を予定しているところでございます。 

  次に公民館です。休館期間にキャンセルとして５，２２８件、ホー

ルでは７３件の皆様に影響が出てしまったところでございます。 

  ７月１４日からは、各部屋の定員を３分の１から２分の１に拡大し

たほか、貸出し制限をカラオケと調理を伴う料理教室のみとして、ほ

かの部屋につきましては、緩和をしたところでございます。 

  なお、市民講座等の事業につきましては、個別に感染リスクの評価

を行った上で、実施可能と判断したものにつきまして、９月以降再開

し、９月２０日には中央公民館開館４０周年記念文化芸術シンポジウ

ムを多くの方にご来場いただき開催したところでございます。 

  最後に、ふるさと歴史館です。主な所管事業といたしましては、７

月までに開催を予定しておりました事業は中止とさせていただきまし

たが、夏の企画展「写真でふりかえる東村山の出来事」は、感染予防

策を講じた上で開催をしたところでございます。 

  なお、国重要文化財に指定されることが決定しておりました、下宅

部遺跡からの出土品３９２点につきまして、昨日でございますが、９

月３０日正式に国重要文化財に指定されたところでございます。 
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  本指定に伴い、１０月３日から１２月６日を会期に、国重要文化財

指定記念特別展「縄文人の技」の開催を皮切りに、今後各種イベント

等を実施してまいりたいと考えております。 

  各種イベント、各館施設ともに引き続き感染予防策を講じた上で、

安心安全な環境に努めてまいりたいと考えております。 

  報告は以上でございます。 

○渡部市長 それでは、引き続きまして、市長部局におきます新型コロ

ナウイルス感染症の対応について、主なものについてご説明をお願い

したいと思います。 

  企画政策課長。 

○笠原企画政策課長 市長部局の取り組みについてご説明させていただ

く前に、１点ご報告がございます。 

  第１回の総合教育会議にて當摩委員よりお話がございました、多磨

全生園入所者自治会前会長の平沢保治様から市内小中学校の皆様への

励ましのメッセージをいただきました。 

  内容につきましては、お配りしております「東村山市小学生・中学

生の皆さんへ」を御覧いただければと思いますが、こちらのメッセー

ジは、市内小中学校へ配布させていただいたほか、市ホームページに

掲載させていただいております。 

  それでは、市長部局の対応について、資料３に沿ってご報告させて

いただきます。 

  初めに、１、新型コロナウイルス感染者の市内の発生状況でござい

ますが、渡部市長からもこの間東京都へ要望してまいりました感染者

情報の詳細な公表につきまして、東京都は都民に対して正しく感染状

況を伝え、感染拡大防止に努めていく必要があるとし、９月８日から

患者情報の年代や性別まで公表することといたしました。 

  それによりますと、９月２８日時点の東京都の報道発表では、東村

山市内では、累計で６２名となっており、入院中の方が２名、宿泊療

養中の方が１名、自宅療養中の方が１名でございます。５月から５０

人程度増加しておりますが、市内でのクラスターの発生等のご報告は

ございません。 

  次に、８月２３日日曜日に、市民スポーツセンター第１体育室及び

研修室を団体利用された、市外在住の方１名が陽性者であることが判

明いたしましたが、濃厚接触者の方へのＰＣＲ検査の結果、新たな陽
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性者はおりませんでした。また、その後、第１体育室及び研修室をご

利用なられた方から、体調を崩されたというご連絡もいただいており

ません。 

  なお、スポーツセンターでは、稼働マシンの台数を減らすとともに、

ランニング走路や中２階休憩室等の利用を制限するなど、対策を講じ

て運営しているところでございます。 

  また、ＰＣＲ検査センターの設置につきまして、清瀬市との共同設

置に向け、検査センターの設置・運営方法について詳細な協議をして

おり、関係経費につきましては、一昨日の市議会９月定例会最終日の

令和２年度一般会計補正予算（第４号）にて計上させていただき、ご

可決をいただいたところでございます。 

  次に、２、主なイベント等開催状況でございます。 

  教育委員会同様多くのイベントが中止となっている状況でございま

すが、（１）にございますよう、当市の一大イベントでございます

「東村山市民産業まつり」「市民大運動会」及び「町民大運動会」等

につきましても、まことに残念ではございますが中止とさせていただ

きました。 

  毎年非常に多くの方のご来場、ご参加があり、楽しみにされていた

方も数多くいらっしゃるイベントでございますが、皆様の健康と安全

を最優先に考え中止という苦渋の選択をさせていただきました。 

  一方で、（２）にございますように、開催方法を変更して実施をし

ているイベントもございます。 

  タウンミーティングにつきましては、８月２２日土曜日に、約６か

月ぶりに、ここ、いきいきプラザマルチメディアホールにて、従来の

対面での方式に加え、オンライン会議の方式も同時に行うハイブリッ

ドな形で開催いたしました。 

  参加者の皆様からは、こうしたＩＣＴ機器の普及や活用により、若

い世代の方に、地域づくり、まちづくりへの参加を促す取り組みや、

地域活動団体へのＩＣＴ化の支援、また、高齢者の方にもＩＣＴ機器

に馴染んでいただき活用していただく取り組みを促進することで、三

密を避けながらも、新たな日常における地域コミュニティの活性化に

向けたご意見などを数多く頂戴いたしました。 

  これまでの生活様式が変化する一方で、リモートワークやオンライ

ン会議といったスタイルが加速的に定着してきていることからも、今
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後、既存事業につきましても、ＩＣＴ機器等を活用しながらの実施を

検討してまいりたいと考えております。 

  また、風水害避難所運営訓練につきましても、新型コロナウイルス

感染症の収束が見通せない中、今後、台風シーズンを迎えるに当たっ

ての風水害時における避難所の開設及び運営に際して、感染予防の観

点から、９月７日に萩山小学校体育館において実施いたしました。 

  訓練内容といたしましては、実際に避難者が避難してきた時を想定

し、受付前の検温、問診、アクリル板を設置しての受付、避難者同士

のソーシャルディスタンスを確保するための区画の方法など、防災安

全課職員が説明と実演を交えながら行いました。今後もコロナ禍にお

ける自然災害への備えをしっかりと進めてまいります。 

  続きまして、３、保育園等における対応でございますが、４月１０

日以降、６月末日までの間、極力、登園を自粛していただくようお願

いしてまいりましたが、７月１日より通常どおりの保育実施とさせて

いただいております。幸いにして市立保育園の園児においては、これ

まで一人の感染者を出すこともなく、運営を継続しております。 

  なお、９月２日水曜日、市内私立保育園に勤務する保育士１名が新

型コロナウイルスに感染していることが判明し、９月３日から健康観

察期間を含む９月１０日までの間、臨時休園といたしましたが、９月

３日に濃厚接触者３５名へのＰＣＲ検査を実施した結果、９月５日に

全員陰性が確認されました。その後、新たな罹患者が発生しなかった

ため、９月１１日金曜日より通常保育を再開しております。 

  続きまして、４、児童クラブにおける対応についてでございますが、

３月２日以降、市内小・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したが、通常登校が開始となる６月８日以降は、

放課後からの開所といたしました。 

  その他の対応につきましては、保育園等と同様、６月３０日までは

極力登所をお控えいただくようお願いしてまいりましたが、７月１日

からは、通常どおりの運営とさせていただいております。 

  なお、保育料、児童クラブ利用料につきましては、利用日数に応じ、

日割り計算による取扱いとさせていただいております。 

  続きまして、５、庁内における職場環境整備及び市内事業者への経

済対策、支援策等について申し上げます。 

  （１）ウィズコロナ、アフターコロナ時代を見据えた新たなワーク
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スタイルに対応した市役所庁内におけるＩＣＴ環境の整備の一環とし

て、９月からテレワーク専用ＰＣ２０台で試行運用を開始し、１２月

にはさらに８０台のＰＣを追加し、合計１００台体制で市職員のテレ

ワークへの本格運用を移行する予定でございます。 

  次に、「がんばろう東村山！最大２０％戻ってくるキャンペーン」

でございます。 

  現在、市では、東村山企業等応援金、東村山農業者応援金等の支援

を行っておりますが、このたび、市内中小企業等の支援と新しい生活

様式によるキャッシュレス決済の普及を図るため、本日１０月１日よ

りＰａｙＰａｙ株式会社と連携したお得なキャンペーンを開始いたし

ます。 

  市内の対象店舗でＰａｙＰａｙ残高において決済していただきます

と、決済金額の最大２０％がＰａｙＰａｙボーナスとして約３０日後

に付与されます。決済１回につき付与上限額は２，０００円相当、１

か月あたり５，０００円相当、３か月で最大１５，０００円相当が還

元されるキャンペーン内容となっております。 

  続きまして、６、特別給付金関係について申し上げます。 

  （１）初めに、国による国民１人に１０万円を給付いたします特別

定額給付金事業でございますが、庁内プロジェクトチーム「東村山市

特別定額給付金事業実施本部」を４月下旬に立ち上げ、４月２７日よ

り市独自でもコールセンターの開設、５月１１日よりマイナンバーカ

ードをお持ちの方のオンライン申請受付を開始し、５月１８日にはオ

ンライン申請をされ、審査を終えた世帯の方から順次お振り込みを開

始させていただきました。 

  なお、特別定額給付金につきましては、８月１９日で受付を終了い

たしましたが、市内該当となります約７万３，０００世帯の対象世帯

のうち、９９．４％への給付が完了しております。 

  次に、子育て世帯への臨時特別給付金について申し上げます。 

  児童手当を受給する世帯に対し、児童１人当たり１万円を臨時特別

の給付金として支給するものでございますが、対象世帯の皆様におか

れましては、６月２２日にお振り込みをさせていただきました。 

  次に、ひとり親世帯臨時特別給付金について申し上げます。 

  児童扶養手当を受給する世帯等に対し、基本給付として１世帯当た

り５万円の給付金を、その中でさらに収入が大きく減少した世帯に対
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しては、追加給付として５万円の給付を臨時・特別の措置として支給

するものでございます。 

  各世帯の状況により、申請方法等が異なりますことからも、スムー

ズにお手続ができるよう、市としてはご案内しているところでござい

ます。 

  （４）住居確保給付金受給者臨時生活支援金の支給につきまして、

新型コロナウイルスの影響を受け、住まいを確保することが難しくな

り、国の制度である住居確保給付金を受給されている方に対し、多摩

地域としては初めて新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、市独自の臨時生活支援金を支給する事業でございます。 

  支給期間は、本日１０月１日から令和３年３月３１日までで、単身

世帯には、月額１万８，０００円、複数世帯には、月額３万円を支給

するものでございます。 

  続きまして、７、その他でございますが、市へのご寄附について申

し上げます。 

  ５月２７日に東村山の出身であり、東村山市公認インスタグラムア

カウント＠「ｔａｎｏｓｈｉ＿ｍｕｒａｙａｍａ」を運営いただいて

いるＬｉｍグループの代表を務められて竹花貴騎様より１億１円もの

多額のご寄附を頂戴いたしました。 

  竹花様は、東村山市の子供たちのために役立ててほしいというお気

持ちから、このたびのご寄附のお申し出をいただいたところでござい

ます。いただいた寄附金につきましては、ご意向に沿って、東村山市

のＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、市立小・中学校の児童・生徒

に１人１台端末を配備するために活用させていただく予定でございま

す。 

  また、先ほど教育委員会よりもご報告がございましたが、Ｘ－ＭＯ

ＢＩＬＥ株式会社様より、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備にモバイルルーター

５０台、その他にも東村山ロータリークラブ様をはじめとする多くの

事業者の皆様よりマスクや次亜塩素酸水等をご寄贈いただきました。

この場をお借りして、改めてお礼を申し上げます。 

  最後に資料に記載はございませんが、当市出身のお笑い界のスーパ

ースター、志村けんさんのモニュメント設置に向けた動きについてご

報告させていただきます。 

  ３月２９日にご逝去された志村さんに対し、東村山の地名を全国に
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知らしめていただいたご功績に最大限の敬意と謝意をお示しさせてい

ただくとともに、郷土の誇りとしてこれまでの喜劇人としての多大な

ご功績を称えるべく、市議会６月定例会の最終日である６月２５日に

議員の皆様の全会一致でのご同意を賜り、議場をお借りして顕彰式を

挙行し、名誉市民の称号をお贈りさせていただきました。 

  また、西武鉄道株式会社のご協力により、東京２０２０オリンピッ

ク聖火リレーで志村けんさんが聖火ランナーとして東村山駅東口から

走っていただく予定であった７月１４日に合わせ、東村山駅国分寺線

の発車メロディを「東村山音頭」に変更しております。 

  志村けんさんへの敬意や謝意をお示しさせていただくことについて

は、このほかにも銅像やモニュメントを市内に設置してほしいという

お声を市民や市民団体の皆様をはじめ、全国多くの方から多数いただ

いておりましたことから、モニュメント作成に向けてご遺族やお心あ

る団体の皆様と協議をさせていただき、実行委員会方式で志村けんさ

んの銅像建立に向け、多くの方のお志をいただけるよう、一昨日、９

月２９日よりクラウドファンディング方式の募集が開始されたところ

でございます。 

  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した。実行委員会の顧問を仰せつかっ

た私からも皆様にぜひご協力をお願い申し上げたいなと思っておりま

す。 

  何か教育委員会の取り組み、あるいは市長部局でのコロナウイルス

感染症の取り組みについて、ご質問、あるいはご意見ありましたらお

受けしたいと思います。 

  なお、企画政策課長から６２名というお話でしたが、昨日付でもう

１名やはり感染者の発表がございまして、最新の情報では６３名とい

うことでございますので、ご承知置きいただければと思います。 

  いかがでしょうか。幸いに当市の場合は学校現場で先生方も児童・

生徒もまだ一人も感染者が出ていないということが本当によかったな

というふうには思っているところでございますが、日々、繰り返しに

なりますが、先生方も大変なご苦労されて、児童・生徒が下校した後、

消毒をしていただいたりということで、これは９月定例会のほうで、

シルバー人材センターに一部委託させていただく予算をご可決いただ

いておりますので、若干でも先生方のご負担を減らすことはできるだ
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ろうと思っております。 

  いかがでしょう。何かございますか。 

  新たに、また三度目、就任をいただいた小関委員、いかがでしょう

か。こういうコロナ対策の取り組みについて。 

○小関委員 ありがとうございます。今、市長からお話がありましたけ

ど、消毒からいろいろなスイッチなどの清拭作業という、まだ他の地

区では先生方がやっているという、それを実際に見たり聞いたりして

います。東村山は本当に早くにシルバー人材センターにということで

手だてを取っていただいて、どれだけ教員が精神的に楽になったか。

すごく支援されているというとても強い思いを持つと思います。本当

にありがたいと思っているところです。 

  もう一つ、学校の先生たちがよかったと思っているだろうなという

のは、学校教育が再開されてゼロからのスタートということがしっか

り打ち出されて、子供たちの基本的なところからしっかり指導すると

いうそのことも学校現場ではどういうふうになるんだろうとか、子供

たちの様々な学習意欲とか力の問題もありますので、迷いがあったと

思いますけど、本当にゼロからしっかり見ていくんだという、この両

面、学習内容についての一つの方針、それから、先生方の負担を少し

でも軽くしようとする姿勢というか、本当に言葉にもできないくらい

ありがたいなと思っています。 

  今、私、これからということなんですけれども、密ということにな

ると、一つは密集にならないようにという注意は、先生方していると

思います。でも、クラスの子供が多ければそれはちょっと難しい。そ

れから、密接にならないようにというのも、多分子供たち自身がかな

り意識して離れようとかというふうにしていると思うのですが、寒く

なってからの密閉ですね。換気もしなくちゃいけない。でも、暖房も

しつつ寒い。衣服で調節しましょうということを言っているのですが、

このあたりはどうなんだろうというようなことをちょっと心配してい

ます。呼びかけをして、学校でも時間になったので換気をしましょう

というようなことをやっていると思いますが、ルーティンになっちゃ

うと聞き流してしまうというような、そこを本当に毎回意識的に対策

するんだ、予防をするんだということで換気するということを本当に

意識的に働きかけていかないといけないなと思っているところです。 

  もう一つは、これからどのように収束するか分かりませんけれども、
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まだ東村山は本当に人数が少なくて、学校では発生していないという

本当にありがたいことなんですけれど、差別とか偏見ですね。医療従

事者についても、それから濃厚接触者についても、もちろん感染者に

ついてもということなのですが、このあたりの差別というのはやはり

怖いなというふうに思います。テレビなんか見ていると、自粛警察も

いろいろ心配なんですけど、やっぱり偏見をもって差別をしていくと

いうことはとても怖いなと思っているので、このあたり、東村山の本

当に広い深い人権教育があるので、その人権教育としっかりタイアッ

プさせてこの差別や偏見に向いていかないような、そういう教育指導

が必要かなと思っています。 

  でも、どちらにしましても、本当に先生方はどれだけ気持ちの上で

助かっているかということを、自分が学校現場にいたらということで

すね。もしかしたらスイッチを拭くというくらいどうってことないの

かもしれないですよ。でも、それをやっぱり先生方がしなくていいよ

うにしっかりと支援してもらっているというそのことがどれだけ大き

いかということを重ねて申し上げておきたいと思います。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  佐々木委員、保護者の立場でご意見ありましたらよろしくお願いし

ます。 

○佐々木委員 様々な取り組みを本当に保護者のため、子供たちのため

にやってくださっていることにすごく感謝を感じております。私ごと

なんですけど、東村山駅の駐輪場を契約させていただいていて、４月

から下の子と２人分だったんですけれども、学校がお休みだった間も

お金を払う形にはなっていたのですが、緊急事態宣言の期間は料金を

返還しますということで市のからご案内をいただいたりとか、子育て

世代にはすごくありがたかったというふうに本当にお礼を申し上げた

いと感じております。 

  今、保護者としてすごく心配だと思っていることは、部活動につい

てなんですね。接触する運動部とか特にうちの子もそうなんですけど、

子供たちも普通の生活から新しい生活様式になって慣れてきた時期な

のですが、慣れてはきたんですけど、今、ちょっと気が抜けているか

なと感じていることが多く見受けられるので、何となく部活動で接触

して感染してくることがないかなというふうなことが一番不安に感じ
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ております。 

  あと、先日、学校を訪問させていただいたときに、特別教室の大き

なテーブルに白い透明なパーティションを人数分区切っている学校が

あったんですね。すごくいいなと思っていて、ちょっとお話を伺った

ら、学校ごとに購入されているということであったので、そういうこ

とがもし市の中で全体として全校で取り組んでいただけるとより安心

して子供を通わせることができるのか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。承って、また教育委員会のほうで

何かご回答できればお願いしたいと思いますが、ありますか。 

○井上教育部次長 部活動については、様々ご心配は当然あろうかと思

います。活動すれば、密接や密集というのは、避けられないことです

けれども、中学生ですので、まずは自分たちで気をつけるように、常

に教員から指導しているところです。また、教員もそのような場面を

つくらないことを最大限配慮しながら活動をしているとことでござい

ます。 

  学校として部活動は大切な活動のうちの一つですので、なるべく子

供たちが活動できる状況を整えながら、今後も活動はしていきたいと

思います。 

  次に、パーテーションの設置につきましては、学校により区切りを

しっかりしてやっていただいているところ、また、学校によっては、

教室を分けて授業をするという工夫をしている学校もあります。今後

は学校の実情に合わせて支援を考えていきたいと思います。 

○渡部市長 そうですね。また、必要があれば予算要求していただけれ

ばというふうに思います。 

  當摩委員、何かご意見、ご質問あればお願いします。 

○當摩委員 まずもって、先ほど市長のお話を聞かせていただきまして、

本当にお忙しい中、すごいリーダーシップだなと思って本当にうれし

かったです。ありがとうございます。やはり前回もお話させていただ

きましたけれども、今日ここにお集まりいただいて、市長部局、そし

て教育委員会の主たるメンバーの方々ってこの間、どれだけの大変な

ことを過ごしていらっしゃったかと改めて私なんか本当何もできない

です。だから、市長にちょっとお願いしていいですか。疲れたときは

「疲れた」って言っちゃってください。いいんですよ。皆様もそうで
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す。「疲れた」と言えることがご自身の中でもう一回自分のスイッチ

を入れ替えられることになるんじゃないかなって、そのように思って

おります。それはもしかすると自分自身の心の自分に向けての温かさ

ではないかと私は思っております。そして、この場をお借りしてちょ

っとご報告をさせていただいてもよろしいですか。市長「東村山夢と

希望プロジェクト」のことでちょっとお話しさせていただいてよろし

ゅうございますか。 

  実は、平沢さんより３月にお金をお預かりいたしまして、奥様の亡

くなられる前に各学校にということで３０万ずつ計６６０万というこ

とで、令和３年から使わせていただくようになるのですが、平沢さん

ご自身がもう範子を片づけて自分のお金のこともしっかりと整理をつ

けておきたいということで、「子供たちに何かこれでやってくれ」っ

ておっしゃっていただきまして、お金をお預かりいたしました。考え

まして、理科授業と理科のいわゆるいろいろな大学の教授の方々が集

まってやっていらっしゃるＮＰＯ法人のところを知っていたものです

から、そこにつながらせていただいて、子供たちに理科授業とそれか

ら、子供たちにジャズを聴いてもらうと言うことで、今年は特に１学

期が何もできなくて２学期、３学期もかなり詰まった状態の中で、子

供たちにとってみますと、なんかやっぱりというか先生方が皆さん、

子供たちに何か楽しいことをさせてあげるといいねと思っていたとこ

ろにちょうど合致いたしまして、それを私どもの命名で、「東村山夢

と希望プロジェクト」というふうに名づけて、ジャズの授業のほうは、

１０月２６日に第六中学校を皮切りに、年内に１２月までに６校でき

るかなと。理科のほうはやはりいろいろな準備もありますし、１校ま

ず１１月に実施しますけれども、そうしたことの中で、やはり先ほど

小関先生がおっしゃってくださった人権ということがね、やはりいろ

いろな形で温かさとしてつながってきているという実感を持っており

ます。やはりコロナ禍の中ですから、もちろん三密に気をつけて、た

だ、なんていうんでしょうね。三密に気をつけて何かをやって一つず

つ前に踏み出していかなければいけないということが、市長、きっと

ね、私たちに課せられた子供たちを育ててあげる、大人たちに課せら

れた使命なのではないかと思います。 

  本当に幸いなことに、本市ではまだ学校現場での感染の方はいらっ

しゃらないというふうに伺っておりますが、もしそういうことがあっ
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たとしても、一番軽く済むような形の予防策を取りつつ、やはり何も

できないでは子供たちかわいそうですし、だからその辺のことのいろ

いろなお知恵を皆様から頂戴しながらこのプロジェクトはやらせてい

ただきたいと思っております。 

  それともう一つ、そのいただいたお金の中で、なぜ範子お母さまの

本棚という名前にしようねと言っているのですが、なぜそれがあるの

かということの簡単な本を今、作らせていただいておりますので、そ

うしたものもまた、皆様にご指導いただきながら完成させていただき

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。です

から、頑張り過ぎないで頑張りましょう。 

○渡部市長 ありがとうございました。ちなみに、ご存知かと思います

が、一昨日、オリンピックの組織委員会から来年の聖火リレーの日程

が発表されて、本年とは一日ずれる形になりますが、当市ではまた７

月１３日にリレーが行われるということが組織委員会のほうから発表

されております。何としても我々としては実施をしたいなというふう

に思っています。多少規模は縮小される恐れはありますけれども、平

沢さんにおかれては、一応聖火ランナーとして組織委員会に選ばれて

おりますので、まだ１年近くございますので、ぜひ万全を整えていた

だいて、このコロナ禍の中で明日に向かって多くの人々、特に次代を

担う子供たちが夢と希望をまさに抱けるように、ぜひ平沢さんには頑

張っていただきますようによろしくお伝えいただければなと思ってお

ります。ありがとうございました。 

  櫻井委員のほうから、この間のコロナの取り組み等について、ご意

見等があればお願いします。 

○櫻井委員 時間に限りがありますので、二ついいでしょうか。一つは、

先ほど市長さんからの報告ありましたけど、今まで市内で臨時休業が

ない状況が続いているという話がありました。私が仕事でいろいろな

市との関係させていただいた中では、本当にこれは珍しいかなという

ふうに思っています。これがミッションになるとそれもまだつかみ切

れていないと考えると、これはミッションにはならないとは思うんで

すけれども、結果論だとは思いますけれども、結果的に休業がないと

いうことはやっぱりすばらしいことだなと思います。この辺がこれを

目標にしてしまうと本当につらいものになりますのであれですけれど

も、皆さんと協力して続けばいいのかなというふうに思いました。 
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  それから、もう一つ、特に９月というのは研究者というか学会の時

期でして、いろいろなところでいろいろな方とお会いする機会がある

んですけれども、３０人学級の問題というのが結構今、取り沙汰され

ています。私、東村山市内の小・中学校に生徒がいて、やはり結果的

に今、臨時休業がないという状況ができてすばらしいんだけれども、

やはり教室のスペースの問題、子どもたちの人数の問題を考えますと、

もし３０人学級などが形になり始めたときには、なるべく早く対応が

できるような準備をしておいたほうがいいんじゃないかなというふう

に思っています。 

  ただ、そのためには物理的な問題というのが多々、校舎の問題、教

室の問題、教師数の問題、いろいろありますので、ちょっと今のうち

から準備に入っていって、教育委員会というよりも市全体での施策と

して何か手を打ち出し始めたほうがいいんじゃないかなと思いました。 

○渡部市長 ありがとうございます。これからこの日本でも３０人学級

の学級について議論されるようですので、それに対して市としては先

取りする形で備えたほうがよいのではないかというご指摘でございま

したので、真摯に受け止めさせていただいて、庁内的にも議論をさせ

ていただければというふうなことを思っております。 

  教育長のほうから何かございますか。 

○村木教育長 それぞれの所管からの丁寧な報告、ありがとうございま

した。秋を迎えて、これからどういう対応を図っていかなければいけ

ないか、次のステップを考えていかなければいけないと思っています。

そういった中で、佐々木委員からお話しいただいた部活動を通してと

いうことですが、児童・生徒の感染症対策に対する慣れ、あるいは気

の緩み、これは子供たちだけではなくて、先生方についても同じこと

が言えると思います。いま一度校長会等を通して、学校内における教

職員、そして児童・生徒の意識を維持していくことを考えていかなけ

ればいけないと思っています。 

  そして、小関委員からいただいた、これから冬場になると新型イン

フルエンザの感染等も含めての判断、あるいは混在する状況でどうな

るのか、誰もが見通しのつかない未知の領域になると思います。換気

については、確かに暖房等を使う中で工夫しなければなりません。新

型インフルエンザ対応のときと同じですが、大体１５分ぐらいおきに

授業の途中であっても窓を開けるとか、そういう環境を図ることが、
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コロナに対してどれぐらい有効であるかは分かりませんが、やってい

く必要があると思います。 

  子供たちの学習の集中力は大体１５分ぐらいと言われていて、その

背景にはテレビ視聴の影響があります。コマーシャルタイムが１５分

ごとに入りますので、それに合わせて、少し気分転換を図りながら換

気をする体制を作っていく必要があると思います。また、二つ目のご

指摘いただいた差別や偏見に対する配慮は、これから季節の変わり目

となるとぜんそくのお子さん、アレルギーのお子さん、一般の風邪の

お子さん等が増えてきますので、そういった子供たちが教室内にいる

ときに、一言言葉を添えて、こういう状況でせきが出ているけれども、

うつることはないんだよとか、心配しないでいいよ、ということを、

先生方のほうから子供たちに丁寧に説明するような指導の在り方も校

長会や副校長会を通して呼びかけていく必要がありますし、具体的な

実践を図る必要があると思っています。 

  また、その一方で、各学校を訪問させていただいていると、いろい

ろな課題を聞きます。具体的には、集団生活の中で体験的な活動、協

同的な活動の機会が激減していること。それから、集団活動の中にお

いても、学年単位、あるいは学年の枠を超えた学校全体での機会が減

っています。このことによって子供たちの成長にどう影響が出てくる

のか、これは私たちも注意深く観察をしていかなければいけないと思

います。間違いなく子供達の発達においては、大きな影響があると思

っています。 

  来年度に向けては、中学校の教科書も新しくなりますが、国は電子

教科書、これをどうやって広げていくかということを、本格的に考え

てくれていますし、先ほど櫻井委員からお話がありました３０人学級

の早期実現については、１０年ぐらいをかけての国の方向性を合わせ

て調査研究していく必要があると思っています。いずれにしても、実

りの秋を迎えたところで、もう一度ここからさらに教育活動が充実す

るように私たちも丁寧に取り組んでいきたいと思っています。 

○渡部市長 ありがとうございます。新型コロナ対策については、これ

からも気を緩めることなく教育委員会、市長部局と連携しながら進め

ていきたいと思っております。 

  私が今、危惧しているのは、このところで有名芸能人が相次いで自

殺をされています。実際、コロナ禍以降、実は日本における自殺がま
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た増えていて、８月１か月を見ると、昨年度に比べて同時期と比べる

と自殺者の数が二百数十人増えて、実は８月１か月でコロナで亡くな

った方の数に匹敵するぐらいコロナ禍の中で、コロナが直接的な原因

なのかどうか分かりませんが、自殺が増えていることが見られていま

す。 

  経済的な背景等もあると言われておりまして、ご案内のとおり４月、

６月期のＧＤＰはマイナスで８％近い年率換算でいうと２８％程度の

経済的な影響が出ていまして、今のところ我が国ではまだ失業率それ

ほど高くなっていませんが、リーマンショックのときも大体起点から

すると、半年ないし１年程度するとかなりの失業が出てくると言われ

ております。 

  今、当市でも先ほど企画政策課長がご説明したように住宅確保給付

金受給者に対して臨時生活支援金を支給していますが、住宅確保給付

金の受給申請が去年に比べると１７倍増えています。先日のＮＨＫの

放送では２３区や政令都市は９０倍増えているということで、今、雇

止めにあったり、減収になった方々は、この住宅確保給付金と、それ

ぞれの社協が窓口になって緊急小口資金とか生活支援資金といった、

これが何とか生活の糧になるという状況ですが、これが大体最長で７

か月、それから、住宅確保給付金が最長で９か月なので、これが４月

から受給を受けていると今月とか１２月ぐらいに切れてくる時期にな

るので、非常にこれから先行きが心配なところがあります。特に母子

家庭等で雇止めにあったり、あるいは、休業でなかなか収入が減って

しまって再就職にまだ至っていないようなところで、お子さんに対し

ての影響とかも非常に危惧されるところでございますので、今後、秋

から冬にかけては、各学校、教育委員会、それから、特に当市の福祉

部門と連携強化しながら、そういう悲惨な事態に至らないように丁寧

にセーフティーネット張っていくことが、基礎自治体としての重要な

ことではないかと考えております。またその点についても委員の皆様

のご理解、ご協力、ご指導いただ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、時間の関係もあるので、以上で議題の「新型コロナウイ

ルス感染症への対応」については、終了させていただきます。ありが

とうございました。 

  最後に、その他といたしまして、先ほども申し上げましたが、先日
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の９月定例会において、今後１０年間の東村山市のまちづくりの基本

方針を定めました「第５次総合計画の基本構想」が採択をされており

ますので、ご報告をさせていただきたいと思います。 

○深野行政経営課長 行政経営課の深野と申します。よろしくお願いい

たします。 

  市長部局からの報告といたしまして、現在、策定を進めております

第５次総合計画につきまして、ご報告申し上げます。 

  本日は、２点資料を配付してございます。１点目が資料４、総合計

画の根幹となります基本構想となります。もう１点が、資料５で、こ

の構想を実現するための、令和３年度から７年度までの前期基本計画

の素案となっております。 

  まず、基本構想からご案内いたします。 

  つい先日、閉会いたしました市議会９月定例会の初日、８月２８日

に「東村山市第５次総合計画基本構想」が可決され、市としても正式

に構想が決定いたしました。総合計画は、令和３年度からの１０年間

の大きなビジョンを定める最上位計画となっております。 

  策定の趣旨といたしまして、資料４の基本構想、１ページ目を御覧

ください。 

  このたびの計画策定は、当市が人口減少局面に入りました初めての

ものであることに加えまして、世界的にも貧困や格差、差別などの社

会、経済問題の深刻化、大規模災害や気候変動への懸念など、将来に

向けた持続的な開発が課題となっておりますことから、策定段階より

ＳＤＧｓを意識しておりまして、サブタイトルにも「わたしたちのＳ

ＤＧｓ」と掲げ、地球規模の問題解決にも貢献していくことを目指し

ております。 

  また、基本構想を取りまとめる最後の段階になりまして、新型コロ

ナウイルスの影響が世界的なものとなったことから、「未曾有の事態

を将来に向けた転機と捉え、自ら進化を続けていく」という表現を加

えまして、コロナ禍を乗り越えていく姿勢を表すことといたしました。  

  また、３ページ目で、計画の位置づけについて触れてございます。 

  今回の第５次総合計画は、地方自治法の改正による策定の義務づけ

が廃止されまして、当市独自の条例でございます「東村山市みんなで

進めるまちづくり基本条例」に基づいて策定される初めてのものでご

ざいます。 
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  このため、中段にもございますが、計画策定に当たりましては、特

に市民参加の機会の充実に注力いたしまして、これまでの間で延べ３,

５００人以上の多くの市民の方にご参加をいただいて策定を進めてま

いりました。 

  少し飛びまして、６ページからになります。こちらから１０ページ

にかけましては、東村山市を取り巻く状況をまとめております。 

  今回の計画策定では、主に人口減少、少子高齢化の進展がまちづく

り全体に人の影響を与える要素と捉えております。 

  また、これに加えまして、１０ページの最後の部分となりますが、

新型コロナウイルス感染症の流行につきましても、この間の追記とし

てまとめることといたしました。 

  こういったこれまでの人口の推移や状況を受けまして、１１ページ

以降、１３ページまでの間で、長期的な視点からの将来予測を記載し

ております。 

  総人口といたしましては、今後３０年で約１８％の減少、およそ１

２万４，０００人程度まで減少するものと推計しており、これらに起

因する様々な地域課題の想定をお示ししております。 

  それぞれかなり変化が大きく厳しい内容となっておりますが、一方

では、科学技術の進歩によって市民生活が豊かになるという側面もご

ざいますことから、この間の市民参加の場でも、こうした要素を合わ

せてお示ししながら、未来を起点とした視点で計画を策定するという

ことを重視してまいりました。 

  次に１８ページに飛びますが、ご覧ください。 

  ここからが総合計画基本構想の根幹の部分となります。初めに、全

ての政策に当たりまして大切にする価値観や考え方を４点まとめてご

ざいます。 

  時代の大きな変化の中でも、普遍的な軸として市民の命を最優先と

すること、持続可能性を高めること、強みを守り、活かしていくこと、

多様な主体との連携を進めていくこと、これらを全ての施策の前提と

して据えることといたしました。 

  こうした考えに基づいて、続きます２０ページで、１０年後の東村

山市の将来像を定めております。キャッチフレーズといたしまして、

「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」と定

めることといたしました。 
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  こちらに込められた意味といたしましては、市民参加でも多くのご

意見をいただいた東村山市としてのまちの魅力、個性の尊重を基本と

したまちづくり、ＳＤＧｓや持続可能性も意識した表現といったこと

を合わせまして、１０年後の将来像として目標を定めたものでござい

ます。 

  ２１ページ以降につきましては、将来像を「まち」「ひと」「くら

し」の側面から、具体的な姿を表現したもので、それぞれの施策、事

業を検討する際の方向をお示ししております。 

  基本目標の一番下には、「対応する主なＳＤＧｓ」としてアイコン

を記載することといたしました。 

  以上で、基本構想につきましての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、これらを実現するための計画といたしまして、資料５

の前期基本計画がございますので、こちらにつきまして、概要を説明

いたします。 

  まず、１ページ目をお開きください。 

  枠組みといたしまして、具体的には２９の施策で構成されます分野

別の計画、さらに、この計画を効果的、効率的に推進するための都市

経営、ＳＤＧｓの推進といった内容の構成でお示ししております。 

  ３ページ目を御覧ください。 

  これらの施策を進める上での考え方といたしまして、ＳＤＧｓの視

点、今般の新型コロナウイルス感染症の流行も踏まえた、短期的な対

応、長期的な展望の両方の視点のほか、施策間の連携について記載し

ております。 

  最終的には、これらの取組を通じまして、中段の第４章にございま

すように、定住意向を高めていくことを目指しております。 

  続きまして、４ページ、５ページを御覧ください。 

  総合計画全体の体系図を見開きでお示ししたものでございます。左

側のページが先ほどご説明いたしました基本構想の部分、右側がこれ

を具体化する基本計画という構成となっております。市全体の取組を

網羅しておりますので、本日は教育関連分野を例に取りまして、ご案

内できればと思います。 

  ページで申し上げますと少し飛びまして、３４ページをお開きくだ

さい。 

  こちらから４１ページにかけて、施策の１２から１５という部分ま
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でが主に教育分野のものとなってございます。見開きで申し上げます

と、左側ページで目指す姿や想定される課題をお示ししておりまして、

これに対応した施策として方向性や関連する施策、個別の計画を右側

のページに配置してございます。 

  施策１２では、子ども・若者の成長支援として、子ども・若者を地

域の中で育成していくこと、それぞれの状況に合わせた居場所づくり

などに取り組むこととしております。 

  施策１３、次のページ、教育環境の整備では、学習、通学など様々

な面における安全・安心確保の取組、地域や学校、家庭も含めた教育

環境の充実、将来を見据えたＩＣＴ環境の整備などに取り組むことと

しております。 

  続きまして、施策１４、教育内容の充実として、基礎学力の向上や

国際理解の推進、ＩＣＴ機器を活用した授業の展開をはじめ、道徳や

人権教育の充実、子どもの個性を尊重した相談支援などに取り組むこ

ととしております。 

  最後に、施策１５、文化・生涯学習活動の推進として、人生１００

年時代を迎える中、子供から高齢者まで、文化・生涯学習に触れる機

会を充実させるとともに、地域においても相互に高め合えるような環

境づくりに取り組むこととしております。 

  以上、かいつまんでの説明となり大変恐縮でございますが、総合計

画の基本構想、並びに前期基本計画の素案につきまして、概要のご説

明を申し上げました。 

  今後は、この内容の検討を進めまして、素案につきましては今月中

よりパブリックコメントを実施するなど、様々な場面で情報発信をし

てまいります。 

  また、同時に策定しております個別計画とも連携しながら、計画策

定を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解、ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

  以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

○渡部市長 ありがとうございます。余り時間もございませんが、特に

何かということがありましたら、よろしいでしょうか。 

  それでは、お目通しいただいて、もし何かありましたら、次回にで

もご指摘をいただければというふうに思います。 

  最後にその他、事務連絡等がございましたら、お願いいたします。 
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○事務局 次回の会議でございますが、令和２年１２月９日、木曜日、

マルチメディアホールにおいて開催を予定しております。 

  事務局からは以上でございます。 

○渡部市長 次回、１２月９日ということで、またご足労いただきます

が、よろしくお願いしたいと思います。 

  １２月の第３回は、これまで２回、コロナ対策について議論させて

いただきましたが、昨年度の教育施策の大綱に関わる取組についてを

検証していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは、以上をもちまして、令和２年度第２回東村山市総合教育

会議を閉会といたします。皆様、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３０分 閉会 

 

 




