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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 令和３年度第１回 東村山市総合教育会議 

開 催 日 時 令和３年５月７日（金）午前 9時 00分～10時 20分 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ 3階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委 員）渡部 尚（市長）、村木 尚生（教育長） 

當摩 彰子、小関 禮子、丹野 麻樹、櫻井 康博 

（ 市 ）教育部長  田中 宏幸   経営政策部長  平岡 和富 

     教育部次長 山田 裕二   経営政策部次長 東村 浩二 

     教育部次長 木下 信久   企画政策課長  深野 聡 

     統括指導主事 鈴木 賢次    

     教育政策課長 笠原 貴典 

（書 記）企画政策課主査 秋山 剛  企画政策課主事 宮坂 晃平 

●欠席者 

（ 市 ）経営政策部経営改革・情報化担当部長  原田 俊哉 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 6名 

 

会 議 次 第 

 

１.開会 

２.挨拶 

３.議題 

・令和３年度の総合教育会議の進め方について 

・東村山市教育施策の大綱見直しに係る取り組み状況の振り返り等について 

４.その他 

５.閉会 

会  議  経  過  

１ 開会・自己紹介 

 

２ 挨拶 

【市長】 

 緊急事態宣言下にも関わらず総合教育会議に出席していただき、また委員の皆様には教育行政の進

展、市政全体の推進にご理解ご協力いただき感謝御礼申し上げる。 

 緊急事態宣言で、小中学校は運営継続、校長が特に認めた部活動以外は中止され、子どもたちの活

動も制限されている。市内公共施設は休館している。 

 ワクチン接種は５月１５日から開始される。年齢を細かく区分し接種券を送付し、全庁体制で通常

業務をしながらワクチン接種に向け準備を進めている。 

 今年度は第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧｓ～を始めとして、１３の計画がスタートした。新

しい将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」を目指していく。 

 今後の教育施策についても、第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧｓ～の理念に基づき、大綱の改

定作業をさせていただく。より良い教育環境を整えていきたいと考えているので、活発な議論をお願
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いしたい。 

 

【平岡経営政策部長】 

第５次総合計画が開始され、分野別計画として教育関係では、切れ目のない子育て支援、質の高い

幼児教育・保育の提供、教育環境の整備、スポーツまちづくりの推進、ダイバーシティ・共生社会の

実現などを定めた。今年度より、公共施設の再生計画や、行革実行プログラムに合わせた具体的な取

り組みが開始される。今後、校長会等で説明させていただく予定である。 

総合教育会議においては、平成２７年度に作成した教育施策の大綱の見直しを行う予定。市長部局

と教育委員会とが意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有し、忌憚ないご意見を頂戴

しながら、未来を見据えた大綱改訂を目指し取り組んでいくので、よろしくお願いしたい。 

 

３ 議題  

  

（１） 会議の進め方 

【事務局：深野企画政策課長】 

今年度も年４回の会議で進めさせていただく。平成２７年度に策定した教育施策の大綱策定後、初

めての見直しとなる。教育施策の大綱を、市の最上位計画である「総合計画」と、教育委員会で策定

している具体的な取り組み方針を記した「教育目標及び基本方針」とをつなぐものであると位置付け

ている。平成２７年に大綱を定める際にも、１年かけ年４回の総合教育会議で議論し作成した。今年

度は、１年かけて教育施策の大綱の改訂に注力させていただきたいと考えている。 

委員の皆様より事前に意見を頂戴した（資料 1）。いずれも教育施策の大綱の重要な取り組みであり、

特定のテーマに絞って議論を深めるのではなく、大綱の改訂を行う中の重点項目として、広く検討さ

せていただきたい。必要に応じ、個別のテーマについて意見を伺っていきたい。このような運用で会

議を進行させていただくことでご理解をいただきたい。 

 

【市長】 

 教育施策の大綱については、教育行政の組織及び運営に関する法律や文部科学省の通知等で何年お

きに作り替えるといった明記があるわけではないが、国の教育振興基本計画の対象期間が５年という

ことと、市の最上位計画の第５次総合計画が策定されたタイミングで、教育施策の大綱も見直しさせ

ていただきたい。 

 この間の大きな取り組みとして、ＧＩＧＡスクール構想、教育委員会では東村山市はスマートスク

ールと呼称するとのこと。ＩＣＴを活用した深い学びをするということが、これまでの大綱期間中で

は大きな動きであった。 

意見交換しながら、より良い大綱の策定に向け議論させていただきたい。本年度については、この

ような進め方でよいか。 

 

【委員】 

 異議なし 

 

【市長】 

 今年のテーマについて事前にご意見を伺ったにも関わらず、大綱の見直しをさせてほしいとのこと

で申し訳ないが、頂戴した個々のテーマについてはしっかり検討させていただく。 

 続いて、事務局より具体的な年間スケジュールの説明をお願いする。 
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【事務局：深野企画政策課長】 

 （資料２）教育施策の大綱改定スケジュール（案）に記載したとおり、本日（第１回）は「教育施

策の大綱の策定過程についての共有」と、「教育施策の大綱の取り組み・成果、社会状況の変化・今後

の課題等」について説明させていただく。そのうえで、委員より意見をいただき、第２回の会議で教

育施策の大綱の枠組みを提示し議論を深めていただきたいと考えている。第２回で議論いただいた内

容を踏まえ、第３回で議論いただき、その内容を踏まえ、年内を目途にパブリックコメントを実施し

たい。パブリックコメントの内容を含め、第４回の会議に最終案を諮り、年度内に完成したい。 

 

【市長】 

 事務局から年間スケジュール（案）について説明があったが、いかがか。 

 テーマについては、今年度は教育施策の大綱の見直しを年 4回させていただきたいということ。 

開催スケジュールは概ね例年どおり。本日も緊急事態宣言中で開催させていただいたが、今後感染

という事態にならない限りこのスケジュールでやらせていただきたいがよろしいか。 

 では、今年度はこのスケジュールで進めていく。 

 

（２）東村山市教育施策の大綱見直しに係る取り組み状況の振り返り等について 

【市長】 

 続いて、施策の大綱の策定過程の共有と、教育施策の大綱の取り組み・成果、社会状況の変化・今

後の課題について、事務局から説明をお願いする。 

 

【事務局：深野企画政策課長】 

 大綱の策定・定義・位置づけについては、（資料３）に記載されているとおり。 

総合計画と教育に関する目標及び基本方針をつなぐものとして、教育施策の大綱を位置付けている。

「第５次総合計画」と教育委員会で策定する「教育に関する目標及び基本方針」を合せ総括的なつく

りとさせていただきたいと考えている。 

 見直し後の更に５年後には、第５次総合計画前期基本計画５ヵ年の進捗状況を踏まえ、今回の改定

は将来を見据えながらも、第５次総合計画、特に前期基本計画で示したものとの整合性を図りながら

改定を行っていく。 

  

 次に、（資料４）東村山市教育施策の大綱見直しに係る取り組み状況の振り返り等について、トピッ

クを抽出し説明させていただく。 

 

※ 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～ 

 

・「いじめ防止等のための基本的な方針」の策定 

いじめで泣く子を出さないために をテーマに、令和２年度の総合教育会議において策定。 

いじめ問題再調査委員会の設置も行った。 

 

・子ども家庭支援センターの機能強化 

 虐待防止の取り組みとして、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、全庁的に児童虐待防止に向けた理解の啓発と連携の強化を進めてきた。 
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 令和２年４月１日には、「東村山市虐待・いじめのないまち宣言」を行った。 

 

※ 施策の方向性２ 

～生きる力を育む学校教育を充実する～ 

 

・オリンピック・パラリンピック推進事業 

 

・多磨全生園のある東村山市としての人権学習 

  市内小中学校において、語り部講演会や人権学習を推進していただいている。 

   市長部局の取り組みとしては、多磨全生園開園１１０年目の令和元年１１月３０日に、小学生

と保護者を対象に「親子で学ぶ多磨全生園」を開催した。多磨全生園の歴史と自然を楽しく学べ

たと大変好評であったことから、今後も多磨全生園・国立ハンセン病資料館等関係者と協力し事

業を継続していきたいと考えている。 

 

※ 施策の方向性３ 

～子ども一人一人に応じた支援を充実する～ 

 

・特別支援教室・自閉症情緒障害特別支援学校の開設 

 

・保・幼・小連絡会の開催 

   子どもを中心とした交流活動として、小学校の授業や交流会、運動会、お祭りへの参加、校庭

等で一緒に遊ぶ、避難訓練・防災訓練を合同で行うといった取り組みを行ってきた。 

教職員同士の連携活動として、相互参観、意見交換、合同研修等に加え、小学校の授業や活動

の見学、小学校の教職員を教育・保育活動に招く、小学校の教職員と合同の研修会を行う、卒園・

入学時点の子どもの姿に対する認識を保・幼・小間で共有する取り組みを行ってきた。 

家庭と保護者に対する啓発支援として、５歳児の保護者に対し、小学校入学に向け家庭生活で

留意すべき事項等の啓発支援などを行い、子どもたちが新たな環境にスムーズに移行できるよう

環境整備を行ってきた。 

 

・小学生の放課後の安全・安心な居場所づくりの推進 

   公設民営の施設として民間活力の導入を図り、恩多小学校、秋津小学校、回田小学校、北山小

学校の空き教室を活用した４つの児童クラブの運営について、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な指定管理者制度の導入を図った。 

   施設改修等整備については、令和２年１月までに完了し、令和２年４月より指定管理による運

営が開始された。成果として、待機児童の一定の解消が図られた。 

 

※ 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～ 

 

・各種事業の実施 

  新型コロナウイルス感染症対策のため、これまでとは異なる開催方法となることが予想される。 

  オンライン、参加人数の制限。 

  ワクチン接種の状況等を勘案しながら事業展開方法の検討が必要。 
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※ 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～ 

 

  ・市民スポーツ課を教育委員会から市長部局へ移行 

   平成３０年に、市民スポーツ課が教育委員会から市長部局（地域創生部）へ移管された。 

   移管した成果としては、スポーツと地域の産業、飲食店関係と連携したイベントを充実。 

   スポーツをシティプロモーションとして様々な展開ができている。 

   健康増進、健康寿命を延ばしていくということで、健康増進課によるマッチングイベントの開

催なども新たな取り組みと考えている。 

 

 （資料４）社会状況の変化・今後の課題として、大綱の見直しにおいて特に検討が必要と思われる

項目を挙げている。 

 

 ・公共施設再生計画・行財政改革の実行プログラムについて 

児童クラブについて、学校の教室を活用し待機児童の解消をした。市の部局を越え、学校の協力

をいただき、児童生徒の安全を確保しながら新たな居場所の確保をした。 

こうした取り組み、施設や環境整備もしながらといったところで、総合計画や行財政改革との連

携が必要と考えている。 

 ・ＧＩＧＡスクール構想（東村山市スマートスクール推進事業） 

  児童生徒の教育環境が大幅に進展しており、今回の改定として考慮すべき大きな要素である。 

  地域や家庭との関わりも大事な観点になる。 

 

委員よりいただいた意見（資料１）と、事務局案として示した現在起きている社会状況の問題や、

今後想定されるものなどを織り交ぜ、ご意見をいただきたい。 

  

【市長】 

 平成２７年度に策定した東村山市教育施策の大綱に則り、教育委員会・市長部局で進めてきた主な

取り組みと成果について、５つの施策の方向性が掲げられている。それらに基づいて取り組み・成果

を事務局から示させていただいた。今後社会状況、国の３５人学級などの大きな転換等もあり、今後

こうしたことを見据えながら議論し、どういった形で大綱の中に盛り込んでいくかということを、想

定されることを資料４の右の欄に記載してある。 

皆様から、今までの振り返りを含め議論すべき点や方向性等について、ご意見をお願いしたい。 

 

【當麻委員】 

 当市は、オリンピック・パラリンピックの中国のホストタウンとして名乗りを上げたが、今の段階

で将来につなげたレガシーの定着度はどれぐらいか。 

ホストタウンになったということは、日本以外のところに目を向け、いろいろなことにつながると

思う。ダイバーシティという概念は、口で言うのは簡単だが、本市にも 3,000人ほどの外国籍の方が

在住していると聞いている。その方々との市民同士の交流をどのようにしていくのか。 

大綱を定め、総論を定めた中で、各論がどの程度できているかということを常日頃考えている。 

コロナ禍で人が集まることが無理な時代である。その中で、どのような形で新たな人と人とのつな

がりを作っていくか。これは全体につながることだと思う。 
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子どもたちのうつ病も多くなってきているという話も聞く。家庭の中で育てている方々の不安感を

子どもたちも見て、学校へ入れば安全安心ということを一生懸命やってくれているが、そのギャップ

の中で、子どもたちの居場所作りということを、今後どのように考えていくか。そういったことをこ

れからの大綱に盛り込んでいっていただければありがたい。 

学校の中での児童クラブは、今後、他の学校でも、増やしていくことをお考えか。 

放課後子ども教室は再開できていない状況だが、働いている保護者のみならず、子どもたちが集え

る場所としてそういったことも考えていかなければならない。市長の考えを伺いたい。 

 

【市長】 

 オリンピックの事業については現在進行形で終わったわけではない。実施することについては、国

民的な議論があるのは承知している。私どもとしては、やるものであるという前提で準備をしている。 

 中国ホストタウンの事業は、東村山市で誘致を進めてきたのは、卓球と女子サッカーである。こう

した事態で先方も日本国内で事前キャンプを行うということについては慎重のようであるし市民も不

安だろうと想定される。中国のような強豪チームは非公開で練習するので、市民が練習を見学したり

交流することができないだろう。中国の卓球連盟等に要請しているのは、オリンピックが開催され大

会終了後、中国に帰る前に、東村山市に来ていただき、事情が許せば、一昨年の１１月に中国卓球ナ

ショナルチームの皆さんが当市を訪問していただいた際に、スポーツセンターで公開練習と市民と試

合ができたので、そのぐらいのことは交流としてやっていただければと考えている。 

 中国の存在は世界的にも良い意味でも悪い意味でも存在感が増している。隣国なので、中国とは安

定的な交流ができる環境を継続することも、日本にとってもアジアの平和にとっても、意味があるこ

とだと考えている。 

これまでも進めてきた次世代の子どもたちの蘇州市との交流事業については、コロナが終息すれば、

対面での交流を、先般は化成小学校と彩香実験小学校でオンライン交流は実施。そうした形でレガシ

ーとして残し、隣国同士で過去には悲しい歴史もあったが、この先日本と中国が、良きパートナーと

してアジア並びに世界の平和に貢献できるような２国間関係を築く上で、子どもたちを中心とした未

来志向での交流は続けていくことが良いのではないか。 

 

 もうひとつは、今回のオリンピックのテーマが、「全員が自己ベスト」「多様性と調和」「未来への継

承」の３つ。特にハンセン病療養所がある東村山市としては「多様性の尊重と調和」ということが非

常に重要と認識している。 

 開催されれば、当市では今年の７月１３日（火）に聖火リレーとセレブレーションが行われる。聖

火リレーの最終ランナーには、長年多磨全生園入所者自治会長を務められた平沢保治氏にランナーと

して参加していただく予定である。セレブレーションでは、一過性のお祭り騒ぎではなく、全国でき

れば世界の皆さんに多磨全生園の存在を知っていただき、ハンセン病の歴史等について知っていただ

く機会とするとともに、コロナでも病を理由にして偏見差別が相変わらず続いている昨今であるが、

差別偏見が繰り返されないようにしていくための強いメッセージを発信する機会にしていくことで、

人権の森多磨全生園が所在する東村山市としての未来に向けてのレガシーを、オリンピックを契機に

残していきたい。その２点が当市にとってのオリンピックのレガシーとして大事にすべきことだと考

えている。 

  

 各論の部分がどこまでできているのかということについては、コロナで人と人のつながりを作って

いくことが難しくなっているのは事実である。この 1年で解散した老人クラブや自治会もあり、市民

生活にも大きな影響が出ている。子ども同士も伸び伸びと遊べないような環境になってしまい悲しい
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ことだと思う。市としても人と人のつながりをつくるということについては頭を悩ませている。 

当市は２回続けて介護保険料を引き上げないで済んだぐらい、介護予防ということで、集まりみん

なで会話をする・歌を歌う・簡単な体操をする等心身の健康を保つということで、市民が積極的に健

康寿命を延ばす取り組みをし、地域づくりをしてくださっていたが、今はそれができない状況。自宅

で引きこもりがちな高齢者の心身の健康状態がどうなってるかが心配。 

オンラインは高齢者には難しいが、子どもたちはつながりをつくるという意味で新しい技術を活用

するという一つの手立てではないかと考えている。 

 私もオンラインでタウンミーティングを行ったりして、市民の皆さんと顔の見える関係を断ち切ら

ないようには努めている。 

 今後、行政手法の革新を進めていかなければならないと考えている。第４次の将来都市像は「ひと

とひと 人とみどりがひびきあい」ということだったが、今回の第５次も「みどりにぎわい いろど

り豊かに」ということで、市民の皆さんがつながりを持って生活する空間としての東村山ということ

を目指している以上、孤立させない・しない社会を築いていくということが非常に重要だと考えてい

る。そうした視点でもう一度あらゆる施策を再構築できるよう努力していきたい。 

 今回の大綱の見直しに当たっては、コロナの先行きが見えないので、これまでできていたことが、

できなくなってしまうことを、どうリカバリーしていくかという点が、ひとつの視点になるのではな

いかと考えている。 

 

【教育長】 

 これまでの施策の構成５つについては、非常に大事なことを押さえている。①質の高い教育環境の

整備、②主体的に生きる力の育成、③個に応じた支援、④体験活動を通した健全育成、コロナウイル

ス感染症で非常に難しくなっているが、工夫をしながら、子どもたちが人とふれあう体験を重ねてい

くことの重要性が問われている。⑤生涯にわたる学びを通した文化・スポーツ・芸能活動の充実であ

る。 

 私たちが考えていかなくてはいけないことは、２つあると思う。 

 ひとつは、義務教育９年間の中での学校の在り方。健やかな子どもたちを育むために、先生方に期

待する役割は何なのかということを、もう一度考えていかなければいけない。これは東村山市の特色

をしっかりと理解したうえでということ。 

ふたつ目は、就学期間に限定すれば、どうやって子育て支援を行っていけるのか。一番私が心配し

ているのは、学校で子どもを預かっているときには、ある程度目も行き届く。しかし、一人親家庭や

共働きの家庭が増えている中で、学校を終えてから一緒に家族で食事をするまでの間に、どこで子ど

もたちを見守っていけばいいのかということの難しさがある。かつては、学校の先生が家庭教育にも

踏み込んでアプローチでき、ある程度ゲートキーパーとしての役割を担うことができたが、今は学校

の先生が家庭を訪れることの難しさがある。家庭からも余計なことをしないでという思いが伝わって

くることがあり、学校と家庭との関わり方が難しい時代になっている。 

そういった中でも悩んでいる子どもはいる。子どもたちにどういった声かけや居場所作り、支援が

できるのかということを総合的に考えていく必要がある。 

 

 

【丹野委員】 

 一家庭にどこまで踏み込んでいいのかというのは悩ましい問題としてとらえている。様子から異変

を感じる生徒はいるが、どこまで踏み込んでいいのかがわからない。日本では、他の人が一家庭に踏

み込むというのが難しい。 
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【市長】 

 背景に貧困や虐待が生じているようなことがあれば、一刻も早く学校・教育委員会・市長部局を含

め市役所等に連絡いただく必要がある。 

 貧困を救済する手立てはいくつかある。例えば市の福祉部門で対応しなければならない事案もある。

直接、保護者に言っていただくこともあるかもしれないが、場合によっては担任の先生と相談してい

ただき市役所等に一報いただくということも必要。そういったことも含め議論できればと思う。 

 

【櫻井委員】 

 前回の大綱の成果、課題、将来の子ども像、その間に学習指導要領の改訂もあったので学校の変化

など、いろいろな要素がある中で作ったものがどうだったのか。そうしたスタンスで今後を考えてい

くことが大事である。 

 

 大綱の定義は、目標や施策の根本となる方針を定めるのが大きなポイントである。第５次総合計画

で求めている１０年後の市のイメージに、教育大綱をどのように重ねていくか。 

例えば、東村山市はスマートシティ化を考えているのなら５年間で子供たちを育て、中学生にその

あとの１０年間のスマートシティ化を「君たちに預ける」と今から提示し、しっかり勉強してもらう

ような流れを作っていくなど。 

 先ほど、放課後の居場所という話しがあった。家庭環境がそうさせているので大事なことだが、子

どもたちは支えられるのではなく、自ら学べる場所がほしいのではないかと思う。 

例えば、校内に息抜きをして学べる場所を作ってあげた中学校がある。空き時間の先生が交代で一

人ずつそこで見守る。子どもが主体的に動ける学校づくりは大事で、放課後にも必要なのではないか。

自ら学べる場所、遊びの延長でいろいろなものが作れる場所、科学的なものなど、安全に見守っても

らったところから一歩踏み出す。それがわたしたちのＳＤＧｓという形になっていくのではないか。 

 

それから、障害のある方や外国籍の方が働いている小中学校にしていく形を取ったらどうか。子ど

もたちの居場所である学校にダイバーシティ対応のものが入っていく。 

緑豊かな学校づくりとして卒業生が 1本ずつ植えていくとか。１０年後を想定しながら大綱の中に

入れていく、そういったことを考えられる良いチャンスだろうと思う。 

 

【市長】 

 櫻井委員から、方針を定めるということで議論するということ。それから現状から一歩踏み出して

考えてみることの重要性の指摘をいただいた。非常に夢のある話だと思う。 

 

【小関委員】 

 たくさんの課題が出ていて、大綱の見直しに総合的にとらえていくということが、とても良いと思

った。それぞれの課題を相互に関連させて話しをすれば大綱の見直しにもなり、東村山が目指す教育

の方向に進むのではないか。取り組み状況の振り返り・今後の課題も、よく整理されているが、1つ追

加したいことがある。 

1.教育環境を推進について。大綱の中では「家庭及び地域・社会の教育力の向上を図る」というこ

とが挙げられている。その点でいくと、まだ手をつけられるところがあるのではないか。地域の子ど

もは地域で育てるという考え方もあるので、地域の教育力を高めていき、そのおおもとになる家庭が

自信をもって子育てできるような取り組みができるとよい。 
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それがやがて、地域の担い手として、子供を育てるということで、地域そのものが活性化するし、

いろどりゆたかで、笑顔もつながっていくのではないか。家庭・地域の教育力の向上というようなこ

とを課題として入れていただいて話ができるといい。 

今年から学校運営協議会が正式に発足し、学校と地域との連携・協働ということもますます進んで

いくと思うので、そのあたりも含めやっていけるといい。 

 

【市長】 

 重要なご指摘。教育環境といっても学校だけではなく、家庭や地域をどうするかということを抜き

では語れないということで、課題の中に追加すべきだというご意見であり、そこは事務局としても踏

まえて考えてく。 

 今日はまとめず、次回以降施策の方向性ごとに議論を進める形をとらせていただきたい。今日の議

論を踏まえ、視点や課題として掲げておくべきだということがあれば事務局へ一報いただきたい。  

１０年後を見据えることと、目の前のコロナ禍での子どもたちや家庭・地域の在り様というとこと

を、どう１０年後に結び付けていくことを考えていく必要があると、皆さんの議論を聞いて思ったと

ころである。 

 

【櫻井委員】 

 今回市民スポーツ課が教育委員会から市長部局へ移り、スポーツを市のプロモーション的に地域と

つなげるという活動をされているという説明があった。学校が変わるチャンスは外からのエネルギー

が大事だと思う。学校にも良さがでるのではないかということを感じた。 

 もうひとつは、学校施設の老朽化。我々が環境をつくるという立場で大事なことだと思う。これを

大綱に入れるか入れないかというのは大きいのではないか。 

 

【市長】 

 市が保有している公共施設を３０年後もすべて維持できるかというと、財政的に無理だということ

がほぼ明確になった。 

 高齢者の人口は増えるが、生産年齢人口は減るー方の中、今後公教育を財政的にどうやって持続可

能なものにしていくのか、施設面も含めて非常に重要な課題だ。 

 当市の施設は多くが昭和４０年代後半から５０年代前半に建てられたもの。今後５年ないし１０年

の間には建て替えか、除却かの選択を迫られると思う。 

今回課題の中にも挙げた公共施設の再生計画については、議論は避けられない状況である。学校施

設は基本的には残しつつ、そのほかの機能をいかに学校施設の中に入れ込んでいくか。   

大綱の策定の中で、どこまで入れ込んでいくかということは、センシティブな問題でもあるが、議

論としてはさせていただく必要があると思っている。 

今日のご意見を踏まえ、次回以降、現在の施策の方向性に沿って、これまでの成果を踏まえつつ、

社会状況の変化や課題を見据えた中で深堀をしたいと思っている。今日の議論は終了させていただく。 

 

４ その他 

【事務局：深野企画政策課長】 

1. 議事録の策定について 

これまで、業務委託し会議録の全文を策定していたが、令和３年度から、AI 議事録作成システ

ムを導入。事務の効率化や、全文だと長文のテキストになってしまうため、今後公開する議事録

については要旨をまとめたものとさせていただく。 
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2. 次回の会議日程について 

令和３年８月５日（木） 

会場はマルチメディアホール 

 

５ 閉会 

 
 
 

 以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため署名する。 

    

令和３年６月２２日 

 

東村山市長  渡 部  尚 

 

教育長  村 木  尚 生 


