平成２７年第２ 回東村山市 総合教育会 議 会議録
○平成２７年１０月５日（月）東村山市役所いきいきプラザ３階マル
チメディアホー ルに招集し た。
○ 出席委員は、 下記のとお りである。 （ ６名）
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○ 関係職員の出 席者は次の とおりであ る 。
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統 括 指導主事
谷 口 雄 麿 子ども家庭部長
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庶 務 課長
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○ 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（案） 」 について

４

その他
「教育の諸 課題につい て」

５

閉会
午前９時００分

○渡部市長

開会

た だいまから 平成２７ 年度 第２回東村山市 総合教育会 議を

開 催 いたします 。
本日、教育 委員の皆様 には、教 育委 員会前の大変お 忙しいとこ ろお
集まりをいただ きましてま ことにあ りが とうございます 。また、日 ご
ろは当市の教育 行政推進に 当たりま して ご尽力いただい ております こ
とに改めて感謝 申し上げた いと思いま す 。
それでは、 議題に入る 前に、本 日の 会議における 配 付資料の確 認を
事務局からお願 いをいたし ます。

１

○安保企画政策 課長

それ では、改 めま して、おはよう ございます 。事

務局であります 企画政策課 長の安保 でご ざいます。よろ しくお願い い
た し ます。
そ れでは、 配付 資料の 確認と、 本日 この後の議題に かかわりま す同
席者をあわせて ご紹介をさ せていただ き ます。
それでは、 まず 配付 資 料の確認 をさ せていただきま す。事前 配 付 さ
せていただきま した資料と いたしま して 、まず、本日の 次第でござ い
ます。その後、 資 料１、東 村山市教 育施 策の大綱（案） についてで ご
ざいます。次に 、本日の席 次表でご ざい ます。次に 、平 成２７年第 １
回東村山市総合 教育会議会 議録、こ ちら は写しでござい ます。次に 、
教育施策の大綱 、次に 、教 育の諸問 題と いうことで、Ａ ３の折り返 し
の資料をお配り させていた だいており ま す。
あわせて、 本日机上 配 付 させ て いた だきました資料 といたしま して
は 、 まず、 切れ 目の ない相 談・支援 体制 における子供へ の支援の全 体
イメージ（案） が １点ござ います。 それ から、東村山市 立小中学校 教
育課程検討委員 会設置要領 がございま す 。
以上６点を 配らせてい ただいて おり ます。もし不足 等ございま した
ら、事務局まで お伝え願え ますでしょ う か。よろしくお 願いします 。
それでは、 あわせて、 本日、議 題に かかわります所 管といたし まし
て同席しており ますこちら の行政側 のほ うをご紹介させ ていただき ま
す。
まず、教育 支援課長、 大西でござ い ます。
○ 大 西教育支援 課長

おは ようござい ま す。

○安保企画政策 課長

子ど も家庭部長 、 野口でございま す。

○野口子ども家 庭部長
○安保企画政策 課長

お はようござ い ます。よろしく お願いしま す。
同じ く、子ども 家 庭部次長、田中 でございま す。

○田中子ども家 庭部次長
○安保企画政策 課長
○森脇子育て支 援課長

田中です 。ど うぞよろしくお 願いいたし ます。

子育 て支援課長 、 森脇でございま す。
お はようご ざい ます。よろしく お願いいた しま

す。
○安保企画政策 課長

同じ く、子育 て支 援課相談支援係 長、高橋で ござ

い ま す。
○高橋相談支援 係長

おは ようござ いま す。よろしくお 願いいたし ます。

○安保企画政策 課長

それ から、申 し遅 れましたが、指 導室統括指 導主
２

事 、谷口でござ います。
○谷口統括指導 主事

おは ようござい ま す。よろしくお 願いします 。

○安保企画政策 課長

以上 でございま す 。

○渡部市長

そ れでは、会 議に先立 ちま して、傍聴の関 係について 進め

たいと思います が、前回の 第１回目 で原 則公開というこ とでさせて い
た だ きました。
特 段今日 の 議題につい ては個人 情報 等の取り扱いは ございませ んの
で、傍聴を許可 したいと思 いますが 、こ れにご異議ござ いませんで し
ょ う か。
（
○渡部市長

異議なし

）

異 議がござい ませんの で、 傍聴人の入場を 許可いたし ます

が、よろしいで すか。それ では、事 務局 、傍聴者の入室 をお願いし ま
す。
○安保企画政策 課長

○渡部市長

現時 点で傍聴者 １ ８名いらっしゃ います。
午前

９時０５ 分

休憩

午前

９時０７ 分

再開

そ れでは、会 議を始めさ せ ていただきます 。

傍聴人の皆 様、おはよ うござい ます 。ここで、傍聴 される方に お願
いがございます 。傍聴して いただく に当 たりまして、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。
それでは、 会議に入り ます。改 めて 、皆様、おはよ うございま す。
本日、第２回東 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 。
前回は本教 育会議の設 置につい ての さまざまな決め 事をつくら せて
いただきまして 、一定の議 論をさせ てい ただきました。 おかげさま で
スタートとして は大変充実 した議論 がで きたのではない かというふ う
に思っておりま す。
本日は、前 回に引き続 きまして 、教 育大綱の策定に 向けての議 論を
進めさせていた だくととも に、前回 、教 育関係の諸課題 について若 干
議論させていた だきました 。
３

議会のほう も、先週の 金曜日で ９月 定例会を終わっ て、教育関 係も
いろいろとご意 見、ご指摘 もありま した ので、それらも 踏まえなが ら、
前回、これは教 育会議 で議 論させて いた だきたいという ふうにお願 い
した件について 、今日 は若 干掘り下 げて お話し合いがで きればなと い
うふうに思いま すので、よ ろしくお 願い 申し上げて、開 会の挨拶と 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 てまいりた いと
思 い ます。
本日の議題 は、「東村 山市教育 施策 の大綱（案）」 についてと い う
ことでございま すので、本 件を議題と さ せていただきま す。
８月４日に 開催いたし ました第 １回 の総合教育会議 におきまし ては、
大綱について、 総合計画の 「みんな が楽 しく学び、豊か な心を育む ま
ち」の基本目標 に基づいて 、五つの 施策 の方向性を位置 づけるとい う
ことで、教育委 員各位のご 賛同をいた だ きました。
本日は、さ らに前回の 内容から 幾つ かご意見いただ いて、市民 にわ
かりやすくした ほうがいい のではな いか とか、いろいろ ご意見あり ま
したので、それ らを整理し て肉づけ を事 務局のほうでい たしました の
で、ご説明申し 上げて、改 めて 皆様 から ご意見をいただ ければとい う
ふうに思ってお ります。
それでは、 早速ですが 、事務局よ り 説明をお願いい たします。
教育部の庶 務課長。
○ 清 水 庶 務課長

教育部庶 務課長の 清水 でございます。 よろしくお 願い

い た します。
前回、８月 の総合教育 会議にお いて 、大綱の考 え方 につきまし て、
東村山市第４期 総合計画前 期基本計 画と 、平成２７ 年度 東村山市教 育
委員会の教育目 標及び基本 方針を踏 まえ たものを作成し 、五つの施 策
の方向性や主要 施策などを ご了承いた だ きました。
今回は、前 回の会議を 踏まえて 、前 回ご提出させて いた だいた 案を
もとに肉づけを行いました。また、「市民の方にわかりやすいもの
を」というご意 見が ござい ました。 その ため、教育大綱 、こちらの 東
村山市教育施策 の大綱 （案 ）の２ペ ージ に、体系化して わかりやす く
したものをつく らせていた だきました 。
改めて、こ の五つの大 きな施策 の方 向性を説明させ ていただき ます。
こちらは、 東村山市第 ４次総合 計画 前期基本計画の 三つの施策 大綱、
４

「生きる力を育 む学校教育 を充実す る」 、「健やかで豊 かな心をも つ
青少年を育成す る」、「生 涯にわた る文 化・学習活動を 充実する」 に、
教育環境と特別 支援教 育に かかわる 二つ 、「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 」、 「子供一人一人 に応じた支 援
を充実する」を 加え、五つ の大きな 施策 としてお示しし てございま す。
この五つの 大きな施策 の方向性 のも とに、主要施策 を位置づけ まし
た。こちらのほ うは、東村 山市教育 委員 会の教 育目標及 び基本方針 の
東村山市教育委 員会主要施 策「９の 取組 」 を取り入れ、 東村山市第 ４
次総合計画の施 策の部分を 主要施策 とし て考え方にお示 ししてござ い
ます。
そして、そ の下に具体 的な取り 組み を作成 いたしま した 。こち らも、
東村山市第４次 総合 計画と 、２７年 度の 教育委員会の教 育目標及び 基
本方針を踏まえ たものとな ってござい ま す。
では、施策 の方向性、 主要施策 の取 り組みについて 、 一つずつ 説明
させていただき ます。
資料の３ペ ージをごら んくださ い 。 まず、「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」 ですが、 未 来の東村山 の
担い手である子 供たちが、 意欲的に 学べ るように、教育 環境の整備 を
進めていくとい うものでご ざいます。
まず、一つ 目の主要施 策「（１ ）質 の高い教育環境 を整える」 では、
■教育課程の編 成及び指導 方法の工 夫・ 改善、■小・中 学校間の連 携
の強化、■いじ め防止等に 関する取 組の 推進、■学校施 設の老朽化 対
策等の推進の四 つの取り組 みを推進し て まいります。
昨今話題の 多いいじめ の防止で は、 互いに認め合い 共に学び合 う学
校づくりを進め 、関係機関 との連携 を強 化するなどを行 い、いじめ の
未然防止に取り 組んでいき たいと考え て おります。
二つ目の主 要施策「（ ２）教員 の資 質・能力を高め る」では、 ■体
系的な研修の質 的充実、■ 学校の組 織的 な課題対応力の 向上、■服 務
に関する研修の 充実を進め ていきたい と 考えております 。
先日の議会 でもご指摘 ございま し た が、教員の質的 向上には体 系的
で充実した研修 が欠かせな いものと 思わ れます。また、 体罰などの 防
止にも力を注ぐ 必要がござ います。
三つ目の主要施策「（３）家庭及び地域・社会の教育力向上を図
る」では、■子 供たちの生 活習慣の 改善 、■家庭との連 携の推進、 地
５

域・社会との連 携の推進に 取り組んで ま いります。
子供が安心 して意欲的 に学ぶた めに は、学校だけで はなく、家 庭や
地域の協力が必 要となりま す。「家 庭教 育の手引き書」 の作成や、 Ｐ
ＴＡ、地域との 連携を強化 し、教育 力の 向上を図ってま いりたいと 考
え て おります。
４ ペー ジに まいります 。二つ目 の方 向性「２

生き る力を育む 学校

教育を充実する 」では、次 代を担う 子供 たち一人ひとり の個性や創 造
力を伸ばすとと もに、自ら 解決でき る力 とたくましく生 きる力を育 み、
他人を思いやる ことのでき る「いの ちと こころの教育」 を進めてま い
りたいと考えて おります。 また、健 康で 安全・安心な学 校生活を送 る
ことができるよ う教育環境 を整備して ま いります。
一つ目の主 要施策「（ １）体を 鍛え 、学びの基礎を 徹底する」 では、
■健康を保持増 進する資質 や能力の 向上 、■基礎的・基 本的な内容 を
確実に身に付け る教育の推 進、■オ リン ピック・パラリ ンピック教 育
の推進を取り組 みといたし ました。
基礎的、基 本的な内容 を確実に 身に 付ける教育では 、東村山市 は、
算数基礎ドリル を活用して 学びの基 礎を 徹底してまいり たいと考え て
お り ます。
二つ目の主要施策「（２）豊かな人間性を培い、規範意識を高め
る」では、■子供たちの人権教育の推進、■「いのちとこころの教
育」の推進に取 り組みます 。
「いのちと こころの教 育」では 、１ 月下旬から２月 の初旬にか けま
して東村山市「 いのちとこ ころの教 育」 週間として、市 民の集いの 開
催や、学校で道 徳授業の公 開など「 い の ちとこころの教 育」にかか わ
る取り組みを東 村山市全体 で実施して お ります。
三つ目の主 要施策「（ ３）健康 ・安 全に生活する力 を培う」で は、
■学校給食を活 用した食育 の推進、 ■学 校におけるアレ ルギー疾患 に
関わる事故の防 止、■安全 教育及び防 災 教育の推進に取 り組みます 。
アレルギー 疾患の事故 防止では 、就 学時健診などを 通じた相談 など
できめ細かい対 応を取って おります 。ま た、「学校給食 における食 物
アレルギーの対 応について 」という 指針 をつくり、保護 者、校長、 担
任、養護教諭、 栄養士など と連携し 、事 故を未然に防ぐ ことを重要 視
し て おります。
５ページに まいります 。四つ目 の主 要施策「（４） 社会の変化 に対
６

応できる力を高 める」では 、■環境 教育 ・キャリア教育 の充実、■ 子
供たちの情報活 用能力の育 成に取り組 ん でまいります。
スマートフ ォンでのソ ーシャル ネッ トワークにかか わる事件が 数多
く発生しており ますので、 情報モラ ルの 確立や適切な活 用が重要視 さ
れているところ でございま す。
三つ目の施策の方向性「３

子供一人一人に応じた支援を充実す

る 」 では、 全て の子供たち が楽しく 充実 した学校生活を 送れるよう に
支援していきま す。
一つ目の主要施策「（１）充実した学校生活になるように支援す
る」では、■特 別支援教育 体制の充 実、 ■学校での読書 活動や図書 館
の整備・活用の 推進に取り 組んでまい り ます。
特別支援教 育体制の充 実では、 特別 支援教育の理念 に基づき、 乳幼
児から学校卒業 までのライ フステー ジを 見通した多様な 教育を展開 し、
社会的自立を促 した地域の 一人とし て生 きていける力を 培う教育を 着
実に進めてまい ります。
二つ目の主 要施策「（ ２）教育 相談 の体制を整備す る」では、 ■教
育相談体制の強 化と、■関 係諸機関 等と の連携の推進を 取り組みと し
て お ります。
教育相談体 制の強化で は、幼児 相談 室との一元化を 図り、相談 体制
を強化してまい ります。ま た、スク ール カウンセラーや スクールソ ー
シャルワーカー を活用し、 いじめや 不登 校の未然防止、 早期解決を し
て ま いります。
６ページに まいります 。四つ目 の方 向性「４

健や かで豊かな 心を

持つ青少年を育 成する」で は、青少 年の 自立心を培い、 健やかな体 と
豊かな心を持つ 責任感のあ る人間と して 育成するため、 家庭・学校 ・
地域社会が一体 となって、 青少年を 取り 巻く環境の整備 に取り組ん で
ま い ります。
主要施策「 （１）青少 年育成環 境の 充実を図る」で は、■青少 年の
非行を防ぐため の健全な地 域環境づ くり 、■小学生の放 課後の安全 ・
安心な居場所づ くりの推進 、■心豊 かで 自立した青少年 を育成する た
めの環境づくり を取り組ん でまいりま す 。
「なぎさ体 験塾」や、 白州山 の 家で の自然体験、ボ ランティア 活動
を通して、青少 年の豊かな 人間性を 育 む とともに、地域 の担い手と し
て活躍できる青 少年を育成 してまいり ま す。
７

最後、五つ 目の「５

生涯にわ たる 文化・学習活動 を充実する 」で

は、市民が生涯 を通じて自 ら学び、 スポ ーツなどに親し むことがで き
る機会を充実さ せます。文 化・歴史 ・伝 統に 対する市民 の関心を高 め、
文化の保護と振 興に努める とともに 、市 民の自主的な活 動を支援し て
い き ます。
一つ目の主 要施策「（ １）市民 文化 ・生涯学習活動 の支援・充 実を
図る」では、■ 市民文化・ 生涯学習 活動 の推進、■社会 教育施設の 機
能の充実と老朽 化対策等の 推進、■ 市民 文化・生涯学習 活動の担い 手
の育成を取り組 みとしてお ります。
ふるさと歴 史館での体 験授業、 伝統 的な祭りばやし の出前授業 、公
民館では各種講 座、図書館 では読み 聞か せなどの子供の 読書にかか わ
る支援などを行 ってまいり たいと考え て おります。
７ページに まい ります 。二つ目 の主 要施策「（２） スポーツ活 動の
振興を図る」で は、■スポ ーツ施設 の環 境整備、■スポ ーツ教室や ス
ポーツイベント の開催を取 り組みとし て おります。
町民運動会 や今週の市 民大運動 会の 開催など、各種 スポーツ教 室を
実施し、生涯ス ポーツを親 しむ機会 を充 実させていきた いと考えて お
り ま す。
三つ目の主 要施策「（ ３）歴史 ・伝 統文化の保護・ 振興を図る 」で
は、■文化財の 保護と活用 、■歴史 ・伝 統文化の拠点整 備を取り組 み
としております 。
「下宅部遺 跡展」の開 催や、市 有形 文化財の指定な どはこの活 動に
当 た ります。
私からの説 明は以上と なります。
○渡部市長

あ りがとうご ざいます。

教育部長と か次長のほ うで何か補 足 ありますか。ど うぞ。
○ 曽 我 教 育部長

５ページ をお開き 願い ます。今、庶務 課長から説 明ご

ざいましたが、 （１）の「 充実した 学校 生活になるよう に支援する 」
という内容で、 「特別支援 教育体制 の充 実」ということ が掲げられ て
おりますが、そ の前段の２ 行目に「 乳幼 児期から学校卒 業までのラ イ
フステージを見 通した多様 な教育」 とな っておりますが 、乳幼児を 入
れると「教育」 が、少し言 葉が特化 し過 ぎ てしまうかと 思うので、 そ
の 点 に ついて、 ご 議論いた だきたいと 存 じます。
あ と、 「生 きていける 力を培う 教育 」、ここも「教 育」になっ てお
８

りますので、今後、乳幼児と一体的な支援をしてまいりますので、
「支援」とかそ ういう内容 での意味 合い ですので、 少し 意見をいた だ
きたいと存じま す。
（２）の「 教育相談室 の体制の 整備 」というのが掲 げられてお りま
すが、その前段 の下のとこ ろでござ いま す。「乳幼児相 談室と連携 を
強化します」と いうことで すが、今 後の 見通しを見ると 、そこはも う
古 い というか、 現在のとこ ろになり ます ので、今後の体 制というこ と
でご意見をいた 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。
私からは以 上です。
○渡部市長

目 標３につい ては若干 動き があるので、そ こと文言が 実態

とどうなのかと いうことが あります ので 、後ほどまたそ こは議論さ せ
ていただきたい と思います 。
教育施策の 大綱につい ては、前 回、 位置づけそのも のをどう考 える
かということが 一つござい ました。 市の 最上位計画とし ては総合計 画
があって、その 中には教育 分野も包 含さ れていて、一定 の政策目標 が
掲げられていま すので、そ れとの整合 を どのようにする のか 。
それからま た、教育委 員 会は教 育委 員会として毎年 、総合計画 を受
けて、かつ、各 教育施策の さまざま な課 題を踏まえて、 毎年度教育 目
標と方針を定め られている ので、新 たに 法に基づいて策 定しなけれ ば
ならない教育施 策の大綱が 非常に中 二階 みたいな形で「 取り扱いが 難
しいですね」と いう議論は させてい ただ いて、とはいえ 、つくらな け
ればならないの で、総合計 画と、毎 年教 育委員会でつく っておられ る
教育目標と方針 の中間 的と いうか、 両方 をつなぐような 機能を当市 と
しては考えたら どうか とい うことの 中で 、事務方で、前 回は、２ペ ー
ジ目ですかね、 施策の方向 性と主要 施策 まで は示してい ただいて、 ご
議論をいただい たわけです が、今日 はよ り具体的な取り 組みについ て
お 示しをしてい ただいたの で、私が 申し 上げるよりは、 教育委員の 皆
様 のほうがいろ いろ日ごろ 教育行政 に携 わっておられる ので、「こ こ
はもう少しこう いう表現に したほう がい い」とか体系に ついても「 こ
こはこう変えた ほうがいい のではな いか 」というような ご意見、ご 指
摘 が あれば順次 承っていき たいと 思 いま すが、いかがで しょうか。 あ
るいは、何かご 質問があれ ばまたお 願い したいと思いま すが。いか が
で し ょうか。
９

○ 町 田 委 員長

細かいとこ ろまで行 った ところ で、戻る ような話で すが、

この大綱の位置 づけとして 、中間ぐ らい のところで、施 策の方向性 とし
て５番のところ の「生涯に わたる文 化」 というところが ありますが 、多
分ここの１、２ 、３、４、 ５が何か のと きに大きく出て くるのかな と思
います。
そうすると 、５のとこ ろで、「 文化 ・学習」に含ま れているの だろ
うけれども、「 スポーツ」 という言 葉が ここに挟まった らいかがか な
というふうに思 います。
もちろん、 その後のこ とに書か れて いるのですが、 使い方とし て、
１、２、３、４ 、５と大枠 で何か出 すよ うなときに、最 後、５番目 の
「 文 化」と いう のがあった ら、「文 化・ スポーツ・学習 活動」とい う
一言入れてもら うと、スタ ートのと ころ でいいかなと、 小さいとこ ろ
ですが、最初に ちょっと気 がついたの で 、それはいかが でしょうか 。
○渡部市長

は い。今、町 田教育委 員長 から、方向性の ５ですね、 柱の

部分に、５につ いては、い わゆる学 校教 育関係ではない 部分になる わ
けですが、文化 と来れば、 やはりス ポー ツ宣言都市であ る当市、ス ポ
ーツ入れなくて いいのか、 こういう ご意 見なのですが、 いかがでし ょ
うか。
○當麻委員長職 務代理

賛 成です。

○渡部市長

吉 村委員、い かがですか 。

○ 吉 村 委員

賛 成ですが、 さらに、 「ス ポーツは文化だ 」という考 え方

も あ る 。その辺 強調してい ただける か、 文化でスポーツ を包含して お
くままでいいの か。その辺 を決めて いっ たほうがいいか なと思いま す。
私は、スポ ーツ都市宣 言をやら れて いるので、スポ ーツという のを
出していただく ほうがあり がたいと思 っ ています。
○ 渡 部 市長

で は、「スポ ーツは文 化だ 」という議論も あるのです が 、

どうしても文言 として、ス ポーツが 柱の 中に一つも出て ないとなる と、
ちょっとどうか ということ もあるの で、 ５については「 文化・スポ ー
ツ・学習活動を 充実する 」 というこ とで 、スポーツを追 加すること で
よろしいでしょ うか。
（
○渡部市長

異議なし

）

で は、そうさ せていただ き ます。

そのほかご 意見。どう ぞ 、吉村委 員 。
○吉村委員

小 ・中学校の 連携の強 化、 これは非常に結 構だと思い ます。
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その前に、この 大綱はとて もよくで きて いると思います ので、ご尽 力
いただいた関係 者の方、す ばらしいと 思 っております。
その中で、 次に、教育 の諸課題 のと ころで、中学校 の２学期制 、３
学期制をこれか ら考えてい こうとい う本 市にとっては、 中学校と高 校
の、「連携」と いう言葉は 書けない です が 、何かそれを 前面に押し 出
すような文言が あってもい いのかなと い うふうに思いま した。
その一つ、小・中学校の連携の強化はいいのですが、加えて、３の
「子供一人一人 に応じた支 援を充実 する 」のところの一 番下になり ま
すか、６ページ の一番上に なります 、「 関係諸機関との 連携の推進 」
のところに、「 保育所・幼 稚園との 連携 を充実させる」 というのが あ
るわけですね。 そうすると 、それは入 り 口のところです よね。
前回、出口の ところの連 携、それ は中 学校の高校の連 携があるか らこ
そ、２学期制を ３学期制に してはど うか という議論をこ れからして い
かなければなら ない。とな ると、「 進学 や就職を考えた 中学校教育 を
充実させる」と いうような 文言が一 つあ ると、これから の議論がや り
やすいのかなと いうふうに 思いました 。
○渡部市長

あ りがとうご ざいます。

「高等学校 との連携」 というと ころ もどこかに入れ たほうがい いと
いうことなので すが、いか がですか。
○吉村委員

ち ょっとよろ しいですか 。

○渡部市長

ど うぞ。

○吉村委員

「 連携」とい うときつ過 ぎ るのではないか なと思うの で。

それで、中 学校教育の 中に、進 学し たい者、就職し たい者がい るか
ら、その辺のし っかりし た 教育を充 実さ せた らいかがか 。そうする と、
２ 学 期制、３学 期制が議論 しやすいの で はないかと思い ます。
○渡部市長

ど この項目に 、どうい う文 言を入 れるかと いうのが、 ちょ

っと。
○ 町 田 委 員長

この次に質 問しよう と思 ったのが、まさ に吉村委員 の言

っているところの前の部分で、「小・中の連携」ということで、
「幼」が入らな いのかなと 思って おり ま した 。
だから、も ちろん吉村 委員より 先に 話があったので すが、やは りつ
ながっていると いう部分と 。それと 最近 、これは個人的 な話ですが 、
今、小学校へ入 る前の、就 学前の子 供た ちの教育とい う 部分では、 や
たらと保育園の 充実という ことで来 てい るのですが、確 かに今、東 村
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山の幼稚園は私 学しかない し、教育 委員 会から今外れて いるところ に
あ る の で何とも 言えないで すが、で も、 やはり幼児期の 教育という の
は 大 変で 今でこ そ大切な部 分になっ てき ているので、こ こら辺のつ な
がり。たとえ教育委員会と離れているかもしれないけれども、何か
幼・小・中・高 という並び の部分、 今す ぐどこに入れろ というのも あ
れなのですが、 必要かなと 私は思って い ます。
実際今、教 育委員会か らは幼稚 園が 離れていますが 、でも、大 切な
部分かなと思い ます。
○渡部市長

実 態としてど うですか 。今 、就学前の幼稚 園、保育園 と、

各小学校との連 携、それか ら、小・ 中は 今ご努力されて いるのです が、
高校との進学に 向けて各中 学校の、 例え ば、進学のガイ ダンスに高 校
の先生に来てい ただいて説 明会をや っ て い たりというよ うなことが あ
るのだと思いま すが、実態 として ど うい う今連携があっ て、今後ど う
いうふうにして いければ、 今両委員 方か らお話があった ようなこと が
より深まるので しょうかね 。
その辺何か 、事務局の ほうで、 「今 こんなことをや っています 」と
か。
どうぞ、教 育長のほう から。
○ 森 教 育長

高 校の関係で いいます と、 高校の先生が中 学校に来て 授業

をやったり、あ るいは、逆 に中学校 の先 生が高校に行っ て授業をや っ
たり、あるいは 、久米川東 小学校の 芝生 の手入れなどに は市内の都 立
学校の子供たち が来てやっ てくれて いる とか、そういう ことで 、部 分
的ではあります が、関係は できていま す ね。
それから、 先ほど町田 委員長か らあ りました一元化 、幼稚園と の関
係ですね。一元 化に向けて 、 子ども 家庭 部のほうでも、 後ほどお話 が
あると思います が、一元化 を進めて いく 上では、幼児の 教育との関 連
というのは非常 に重要にな ってきま すの で、その辺を今 後より一層 深
めていく必要が あるだろう なというふ う に思っていると ころです。
事務局のほ うでほかに 補足があれ ば 。
○青木教育部次 長

どの程 度の連携 をし ているかという のは、これ から

ま た さらに 学校 から聞き取 り などを して いきたいところ ですが、例 え
ば、高校の先生 を お招きし ての出前 授業 であったり、そ れから、中 学
生が高校に出向 いての上級 学校訪問 だっ たり、上級学校 訪問は、い ず
れの学校も多少 の差はあれ やってい るか と思います。そ ういったと こ
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ろで連携はして いけると考 えておりま す 。
○渡部市長

で は、今日 の 時点では 、文 言と、どこに、 どういうふ うに

体系づけていく かというこ とについ ては 、まだ具体的に こうだとい う
ことがお示しで きないかな と思うの で、 この件について 、もう少し ご
議論あればいた だきたいと 思いますが 。
あと、それ 以外で何か あれば、 時間 に限りがありま すので 、ほ かに、
今のことでも結 構ですが、 ほかのこ とで 特に何かあれば いただきた い
と 思 いますが。
○當麻委員長職 務代理

町 田委員長 や吉 村委員 のご意見 と 関連する と思

い ま すが、 この 教育大綱 に ついて 、 読み やすいものにし ていただ い て 、
まずそのことを うれしいな と思ってい ま す。
私がこれを 読んだとき に、例え ば、 自分がここのど こにかかわ って
いるだろうと。 例えば、そ のことを 何か お手伝いするこ と、また、 自
分が生きている 中での、自 分が今ど この ライフステージ にいるのだ ろ
うということを 考えながら 読ませてい た だきました。
そのことを 考えたとき に、一元 化と いうことも本市 の大きな、 １８
歳までというこ とでなって いるとい うこ とも加味して、 吉村先生の ご
指摘のように高 校につなが るという とこ ろ、また、町田 先生のご意 見
のように小学校 までにつな がるとこ ろと いうことで、そ れぞれ、例 え
ば、小学校まで につながる とこ ろは 、家 庭というものの 中でとか、 地
域が子供たちを どのように 育むかと いう ようなことがや はりこの中 で
あ ら わされる。
また、いろ いろ課題を 抱えてい る方 々がご相談いた だけること を１
８まで市のほう できちんと つなげら れる ということの中 で、そうい う
大きなところを 踏まえた中 での文言 整理 をしていただけ ることが大 変
うれしいことか なと思いま す。
あと、ちょ っと細かい ことに触 れさ せていただきま す。４ペー ジの
一番上の部分、 「保護者の 立場とニ ーズ に基づいて、Ｐ ＴＡの主体 的
な取組ができる よう、ＰＴ Ａ役員会 での 情報交換や研修 会など の」 と
いう、このとこ ろですが、 これがち ょっ と意味合いとし てどういう こ
とを具体的にし ているのか 、ちょっ とイ メージをつかみ にくいなと い
うことがござい ますので、 もしでき まし たら、ここの部 分ももう一 度、
こういうことが できるとい い、した いの だということを もう少し練 っ
ていただければ いいな、イ メージし やす いのにというふ うに感じま し
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た。
私がとりあ えず感じた ことはそん な ところでした。
○渡部市長

あ りがとうご ざいます。

４ページの 部分につい ては、何 か事 務局の 方で補足 はあります か。
當麻委員からは 、何を言わ んとして いる のかちょっとわ かりづらい と
いうご指摘です が。
○吉村委員

助 け船という か、よろ しい ですか。全てが そうなので はな

いですか。具体 的にこうや ろうとい うこ とは大綱にはほ とんど書か れ
ていないので、 これからの ことなの では ないでしょうか 。それを我 々
は注目してチェ ックさせて もらって いけ ばよろしいとい うことなの で
はないでしょう か。
○渡部市長

あ りがとうご ざいます。

吉村委員か ら助け船を 出してい ただ きましたので、 そこも踏ま えて
ちょっと考えさ せていただ ければと思 い ます。
そのほかご ざいますで しょうか。 小 関委員。
○ 小 関 委員

２ 点あります 。

１点目が、 ４ページ目 の学校教 育の 充実、２番、大 きなところ です
が、この中の一 番最初の文 言です。 「自 ら解決できる力 」という文 言
ですが、自ら解 決、何を解 決するか とい うのがはっきり しないので 、
そこは例えば、 「課題解決 」と入れ るか 、あるいは、考 える力とい う
ことが本当にこ れから大事 になると いう ことですので、 「自ら考え 」
ということを入 れていただ くか、「 基礎 ・基本の確実な 定着」とい う
ことが書かれて いるのです が、それ と同 じくらい、「子 供たちの考 え
る力を高める」 ということ をどこか に入 れていただけれ ばな と思い ま
す。
それにかか わって、（ １）の黒 い四 角の２番目です が、ここは 比較
的長い文章です ね。とても 重要なこ とが 書かれています 。「子供た ち
と向き合う時間 を大切にす る」とか 、「 学習意欲を高め る」という こ
とですが、ちょっと読むと、「子供たちと向き合う時間を大切にす
る」、これは教 師の立場で すよね。 「時 間的・精神的な ゆとりの中 で
じっくり学ぶ」 のは子供た ちなので 、こ のあたりをもう 少しはっき り
させたほうがい いのではな いか。場 合に よっては二つに 分けてもい い
のかなというよ うな気がし ました。
ここで本当 は「考える 力」と い うの を入れていただ く、「思考 力」
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を入れていただ ければと思 ったので すが 、少し盛りだく さんになる の
だとすれば、２ 番の大きな 四角の下 に「 考える力」、「 思考力」と い
うことをぜひ入 れていただ きたいなと 思 いました。
それから、 ２点目です が、６ペ ージ の青少年の育成 です。これ も本
当にしっかりま とまって東 村山の進 むべ き方向というの がはっきり 示
されていると思 いますが、 「いのち とこ ころの教育」は 東村山市の 特
色ですよね。い のちを大切 にする、 ここ ろを育てる、こ れは学校教 育
だけではないの で、この４ 番の中に 何ら かの形で入らな いかな と思 い
ます。
で、考えま したのは、 「（１） 育成 環境の充実を図 る」の四角 の最
初ですが、「青 少年の非行 を防ぐた めの 」とあります。 これは、非 行
を防ぐというこ とよりは、 やはり「 子供 たちのこころを 育てる」と い
うことだと思う んですね。 「非行を 防ぐ 」ということが 前面に出る と
いうことよりは 、やはりこ ころを育 てて 、そしてそれが 非行防止に つ
ながるのであれ ばいいので すが、「 非行 を防ぐ」という ことが前面 に
出 な くても 良い と思います 。
○渡部市長

は い。小関委 員 から、 ４ペ ージの２ですね 、生きる力 を育

む学校教育の充 実について は、「考 える 力」、「思考力 」という文 言、
それから、柱の ４の青少年 の健全育 成に ついては、「非 行を防ぐ」 と
いうどちらかと いうとネガ ティブな 言い 回しではなくて 、「こころ を
育てる」とポジ ティブな文 言に整理 をし たらどうかとい うご提案で し
たので、事務局 で検討いた だければと 思 います。
その件に関 して、ご異 論はない と思 いますが、よろ しいでしょ うか
ね。
（
○渡部市長

異議なし

ほ かに。よろ しいでしょ う か。
（

○渡部市長

）

なし

）

今 日 幾つかの ま た新た なご 指摘をいただき ましたので 、柱

の中に文言とし て「スポー ツ」を入 れる ということは決 定させてい た
だ き ました。
あと、幼児 教育や高等 学校等、 要す るに、 市教育委 員会 が担当 して
いる小・中以外 の部分との 連携とか 連絡 とか、文言も含 めてどうい う
言い方をするか というこ と があるの です が、それをきち んと柱に据 え
て、今回、後ほ ど 議論にな りますが 、幼 児相談と教育相 談の一元化 と
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いうことで、０ 歳から１８ 歳まで、 いわ ゆる児童福祉法 の児童の範 囲
内については、 教育支援課 で相談窓 口を 持つことになっ ていますの で、
そういうことを 踏まえて も う一回、 柱の どの部分に、ど ういう文言 で
整理をするのか 、もう一回 入れてい ただ くということで お願いした い
と 思 います。
それからあ と、小関委 員からあ りま した、２のとこ ろに、「考 える
力」ということ と、４のと ころで、 「い のちとこころの 教育」、あ る
いは、「こころ を育てる」 という内 容を 盛り込んでいく べきだとい う
ことで、これに ついても皆 さんから そう すべきというこ とでありま す
ので。
そのほか、 今日 はよろ しいで しょ う か。
では、協議 事項の１で あります 教育 施策の大綱の案 については 、き
ょう皆様からい ただいたご 意見を踏 まえ て、再度、事務 局、教育長 と
私のほうでもう 一回協議し て、もう 一度 提案をさせてい ただければ と
いうふうに考え ております ので、よろ し くお願いしたい と思います 。
それでは、 次に、 教育 の諸 課題 につ いてお話を進め させていた だけ
ればというふう に思います 。
前回、「教 育の諸課題 について もこ の総合教育会議 の中でお話 をさ
せていただけれ ば」という ふうに申 し上 げて、私のほう から幾つか 、
それから、委員 の皆様から も何点かご 指 摘をいただきま した。
また、先ほ ど申し上げ ましたが 、先 週の金曜日まで 市議会９月 定例
会がございまし て 、今回２ ６年度の 決算 審議ということ もあって、 教
育関係でも数多 くのご意見 をいただい た ところでありま す。
全てを紹介 できません が、特別 支援 教育については 体制が変わ る、
体制というか、 拠点校化を す るとい うこ とがありました し、あと、 や
はりいじめの問 題、子供の 貧困の問 題、 先ほど から 話題 になってい ま
す教育相談と幼 児相談の一 元化の問 題、 さらには、 不登 校の問題や 、
基礎学力の向上 、 先生方の 資質向上 、研 修のこととか、 いろいろ出 さ
れているところ でございま す。
また後日も し必要があ れば、教 育委 員の皆様 にも、 どういうご 議論
が 議 会であった かはお示し できればな と いうふうに思っ ております 。
それから、 ９月の最終 日に補正 予算 のご審議をお願 いしまして 、今
回、補正予算で 、教育関係 では、特 別教 室へのエアコン の設置に向 け
て、設計費の予 算を計上さ せていた だい た という 動きも あったとこ ろ
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で あ ります。
そういった 中で、前回 私のほう から 話をさせていた だきました 教育
委員会と市長部 局が一緒の テーブル でお 話をするという ことで、今 一
番 注目されてい る 課題とし て、幼児 相談 室と教育相談室 の一元化に 向
けては、これは 教育委員会 にとって も、 また、我々市長 部局にとっ て
も非常に大きな ことなので 、これに つい ては継続してこ の総合教育 会
議の場で議論を させていた だきたい とい うことでお話を しておりま し
た。
そ れで今日 は、今、幼 児相談室 の所 長をしておりま す子ども家 庭部
の職員が出席を させていた だいてい ます ので、現状どこ まで、どう い
う形で進んでい て、どうい うことが 課題 になりつつある のか 、この 場
で教育委員の皆 様と私ども で意識を 共有 化できればなと 思っており ま
す の で、 お時間 をいただい て、幼児 相談 室と教育相談室 の一元化に 向
けた取り組みに ついてご報 告をお願い し たいと思います 。
事務局のほ う から。教 育支援課長 。
○大西教育支援 課長

私か ら、幼児 相談 室と教育相談室 の一元化、 いわ

ゆる切れ目のな い相談・支 援体制の 整備 というところで 、平成２７ 年
度に入り、幼児 相談室から 事業の引 き継 ぎ、また、ケー スの引き継 ぎ
を進めていくと ころですが 、現状に つい て、また、現状 の課題につ い
てご説明をさせ ていただき ます。
この話が進 み出したの は、もう 数年 前からで ありま すが、近年 、福
祉の分野、また 、教育の分 野双方で 言わ れてきたのは、 早期 発見、 早
期からの継続的 な支援の重 要性とい うこ とが、様々な 分 野で言われ て
き て おります。
このことを 念頭に置き 、さまざ まな 検討部会、また 、幼児相談 室と
の日々のやりと り、また、 幼稚園、 保育 所の現場の先生 方の声、ま た、
保護者の方の声 をお聞きし 、私たち のほ うでどんなこと を大切にし て
いけばいいのか ということ を議論して ま いりました。
これらのこ とを参考に 、本日お 配り いたしました資 料「切れ目 のな
い相談・支援体 制にお ける 子供への 支援 の全体イメージ （案）」を 作
成しましたので ご覧くださ い。
こちらの中 央部、太線 で囲ませ てい ただいてあると ころに、 「 切れ
目のない相談・ 支援体制 」 、所管と して は教育委員会の 教育支 援課 で
やらせていただ くわけです が、そこ でや っていきたい事 業７点を示 さ
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せていただいて いるところ です。
事業詳細に つきまして は、さま ざま な場面でご説明 をさせてい ただ
いておりますの で、ここの 場での詳 細の 説明はいたしま せんが、基 本
的には０歳から １８歳まで のお子さ ん、 また、その保護 者の方、保 育
所、幼稚園、ま た、それら を取り囲 むさ まざまな機関か らの専門的 な
相談をお受けい たします。
相談の内容 といたしま しては、 入り 口は全てという ふうに 捉え てお
りまして、お子 さんの発達 や体、言 語、 性格、行動、知 能、学業、 進
路 に 関する こと 、また、子 育ての悩 み等 を、臨床心理士 や特別支援 教
育士、今後の状 況によって は ほかの 専門 相談員も採用し ながらやっ て
いきたいと考え ております 。
こちら、切 れ目のない 相談支援 体制 、今申し上げた とおり、心 理士
や医師などによ る専門的な 相談 を通 じて 、本図の上下に あるような 関
係所管、また、 関係機関、 そこで実 施さ れている施策等 をつないで い
く役割を持つこ ととなりま す。東村 山市 役所の横 断的な 組織という よ
うな形でかかわ らせていた だくような こ とになる と考え ています。
今 後は、 幼 児相談室に 新たに来 た新 規ケースにつき ましては 、 教育
相談室の相談員 が同席をさ せていた だく など、途中で担 当 がかわる こ
とがなく、スム ーズな引き 継ぎがで きる ような体制につ いて、 準備 を
整えているとこ ろです。
これまで準 備を進めて きた中で さま ざま見えてきた 課題という のが 、
やはりどうして も、「幼児 相談室が なく なる」というこ とが、 ひと り
歩きというか、 そのイメー ジがす ご く浸 透してしまいま して、保護 者
の方、幼稚園、 保育所から 、そ のこ とへ の 不安感であっ たり、ご心 配
の声というのが 多々寄せら れておりま す 。
現状、今後 やっていく 方向性と いう のをお示しでき る段階にな りま
し た ので、 それ ぞれの機関 で丁寧な ご説 明をさせていた だいている と
こ ろ です。 先日 は保護者の 方との懇 談も いたしました。 また、私立 保
育園の連絡協議 会等でも詳 しくご説 明を させていただき 、今後は私 立
幼稚園の連絡協 議会等でも ご説明をし て いきます。
それらの機 関にかかわ っていな い方 からも 不安の声 が 寄せられ てお
りますので、関 係している 施設、例 えば 、ポッポさんで あるとか、 あ
ゆみの家である とか、そう いうとこ ろに もこちらからち ょっと出向 い
て、詳しいお話 をさせてい ただいてい る ところです。
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詳しくお話 をさせてい ただくと 、幼 児相談 室という 機関はなく なっ
てしまうけれど も、幼児相 談室と同 じよ うなことをやっ てくれ る、 ま
して、切れ目の ない体制で やってく れる ということへの 期待感を含 め 、
「 で きれば今ま でと同じよ うな専門 性を そろえてくださ い」という よ
う な 要望 を多く いただいて いるところ で す。
あともう一 つ課題とい たしまし ては 、 幼稚園、保育 園の声で一 番大
きいのが、「巡 回相談を充 実させて ほし い」ということ を言われて お
り ま す。
私ども、先 ほどの７点 の中にも 、幼 稚園、保育所、 学校との連 携で
あったりとか、 早期発見、 早期支援 を意 図したアウトリ ーチ機能と い
うことで、連携 には直接相 談員が学 校や 幼稚園、保育園 に出向くこ と
というのは必要 不可欠と考 えておりま す 。
また、相談 室へつなが っていな い方 、相 談が必要だ と思われる 方、
ただ、なかなか 利用するの は難しい 方に ついても 、日常 的に生活を し
ている保育所や 幼稚園、ま た、小学 校、 中学校での生活 をよ りよく 充
実させていくた めにもご支 援できれ ばと 考えております 。幼児相談 室
全 体 として 幼稚 園、保育園 への巡回 の数 が余り確保でき ていなかっ た
という声も聞い ております ので、そ こに ついての充実を 今検討して い
る と ころです。
あ と、現在 検討 してい ることは 相談 室の 名称です。 実は、「教 育相
談室」という名 称、「幼児 相談室」 の名 称というのは、 「幼児」 と い
うのは対象とす る人をあら わしてい ます 。「教育」とい うのは 事柄 を
あらわしている ので、単純 に「幼児 教育 相談」と合体さ せるのはち ょ
っとどうかなと 考えがあり ながらも 、「 幼児相談室」と いう名前が こ
れまで長く皆様 に浸透して きて愛さ れて きたということ 、また、「 教
育相談室」とい うのも、や っている こと が明快でわかり やすいとい う
ことから、現在 、名称も含 めて、ど うし ていこうかとい うところを 議
論しているとこ ろです。
私 からは以 上です。
○渡部市長

今 日 は、今ま でという か、 今もですが、幼 児相談室、 これ

は社会福祉協議 会さんに委 託をして 、全 国でも先駆的に 、当市は昭 和
５２年から４０ 年以上にわ たって、 幼児 相談室という事 業を行って き
て い ます。
本 日は、 そ れを所掌し ている子 ども 家庭部
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部長、 次長、担当 課長、

担当係長が来て いますので 、子育て 支援 、福祉的なサイ ドから何か 今
の課長の今の進 捗について のお話に 対し て、今所管して いる立場と し
て何か補足があ ればしても らえますか 。
では、子育 て支援課長 。
○森脇子育て支 援課長

今 年 に入り まし て、 こういった 方針が示さ れま

して、今まで教 育部ととも にこの一 元化 を進めていると ころでござ い
ます。福祉部門 、教育部門 というふ うに 縦割りのような 形ではなく 、
社 会 福祉協議会 とも一体と なって横 断的 に 議論を進めて いるところ で
ご ざ います。
その中で、 特に母子保 健の分野 で、 母子健康手帳を 交付する段 階か
ら、子育てが始 まるところ の入り口 から 相談に乗りなが ら、乳児健 診
とか、１歳６カ 月、３歳児 健診、 と いっ た成長過程に合 わせた健診 の
と こ ろも、 切れ 目のない支 援ができ るよ う 教育 と 一緒に なって 、現 在
進めているとこ ろでござい ます。
そして、今 もそうです が、いき いき プラザの３階部 分、４階部 分で
教育と子育てが 二層になっ ているの です が、そういった ところも３ 階
部分で机を一つ のフロアに しながら 、物 理的にも連携が しっかり図 れ
るような状況で 今進めてい るところで ご ざいます 。
○渡部市長

と いうことで 、現状の報 告 をさせていただ きました。

幼児相談室 と教育相談 室という のは 、趣旨が若干、 さっき 教育 支援
課長申し上げた ように、幼 児を年齢 とし て対象にするの と、教育と い
う事柄を対象に するという 、よって 立つ ところ、趣旨が 違っていた と
ころがあるので すが。
形 とし ては 、未就学の お子さん は幼 児相談室で就学 相談以降は 教育
相談で受けると いうことで したが、 だん だんさまざまな 特別な支援 が
必要なお子さん 等の相談事 が非常に 多く なって、二層立 てになって 、
なおかつ、幼児 相談室につ いては社 会福 祉協議会 に委託 をしている と
いうことで、ど うしても役 所の縦割 り的 な弊害がなかな かいろいろ や
ってもうまくい かないとい うことで 、ず っと教育部と子 ども家庭部 等
で協議をしてい ただいて、 昨年の１ ２月 に私の所信表明 で一元化を す
るということを 打ち出させ ていただ いて 、今、両所管と も大変苦労 し
ているという状 況ではあり ますが。
本件につい て。例えば 、町田委 員長 、幼児教育のお 立場として 、今
は、お仕事上は 多分、幼児 相談室と のか かわりがおあり になると思 い
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ますが。今後、 こういう点 はこうし てほ しいというよう なことがあ れ
ば。
○ 町 田 委 員長

自分の考え がまず一 つと 、あと、ここの ところ、こ れが

決まってから、 いろんなと ころで質 問さ れたり、要望さ れたり、仕 事
の場じゃないと ころでやた らと質問 され ることが多いの ですが、自 分
の今の仕事の立 場からする と、まさ に幼 児相談から教育 相談へとい う
つながりがよく なるという ことは、本 当 にいいと思いま す。
確かに今、 幼稚園に通 う３、４ 、５ 歳の子供たちの 中では、や はり
特 別 支援 を擁す る子供たち が非常に 増 え ています。そう いった中で 、
さっきもあった 巡回相談み たいな感 じで その子供たちを 見に来てい た
だ け るとか。
もちろん幼 稚園の職員 もそれな りの 知識はあります が、やはり 専門
家という部分で は相談員の 方のほう がす ぐれていると思 いますので 、
本当に幼児期に しっかりと そこを見 きわ めてもらって、 適切な教育 、
指導をするとい うのは大切 になって くる ので、まさにそ れがつなが っ
て小学校に就学 しても同じ 支援体制 で行 くというのはす ごくいいこ と
だというふうに 私は思って います。
もう一つの ほうで、い ろんなと ころ でお話を聞くの が、今、教 育支
援課長も言って いましたが 、今まで やっ てきたものが変 わるという こ
とでの不安がか なりあって 、これは 勝手 に僕の考えです が、僕の聞 い
た中で、幼児相 談室から教 育相談へ 移る に当たって、今 そうやって 少
しずつ同時進行 しながら担 当がとい う話 の中で、どうし ても何か教 育
相 談となると、 きつく感じ るらしくて 、 「何か冷たいん だよね」と 。
それが、１ 人言うんだ ったらそ れは その人の意見か もしれない けれ
ども、何人かに 言われて、 「いいけ どね 、 何か教育相談 というか、 そ
こに移るに当た って、とて も冷たい 。寄 り添った考えで はない」と い
う 部 分。
ただ、僕が それを解釈 すると、 単純 に言うと、幼稚 園、保育園 の先
生と、小学校、 中学校の先 生と、同 じ教 員でありながら も、子供を 指
導する立場であ りながらも 、やはり 幼稚 園の先生とか保 育園の先生 は
丸みがあるけれ ども、小学 校へ行く とも うちょっとしっ かりしてい る、
そんなイメージ の違いでは ないかと私 は 思いますが。
決して悪い ことはして いないと 思い ますが、そうい うふうな意 見が
何件かあるのです。今移るに当たってね、「今までのほうがよかっ
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た」とか。「い や、そんな ことはな いん ですよ。それっ てちゃんと 、
これから先ずっ と同じ方に 見てもら って 、つながるとい うのは、と て
もいいことです よ」って私 は説明する の ですが。
そんなとこ ろがあるの で、それ は特 に何もなくても 、やはり、 何で
も制度が変わる というと不 安に思う 方が いるので、ここ は必要以上 に
細かくというか 、わかりや すくしてあ げ るのがいい と思 います 。
ここのとこ ろ、 行くと ころ、行 くと ころで、そうい うかかわる とこ
ろでお話が出て いたので、 一人二人 の意 見ではないと思 いますので 、
そんなところも 注意し てい ただければ と 思います。
でも、やる ことに関し ては、私 は何 といっても、早 く対処した ほう
がそのお子さん にとっては いいとい う中 では、つながり を持てるの は
いいことだと考 えます。
○ 渡 部 市長

あ りがとうご ざいました 。

ちょっとイ メージの問 題もある のか 、やはり、教育 相談、どう して
も就学の相談と いうことが あるので 、ど うしても幼児相 談と比べる と
ちょっと敷居が 高いイメー ジも持た れが ちな部分という のがあるの か
もしれませんが 、その辺は イメージ をど う 払拭して、寄 り添えるの か
ど う か。 多分、 教育相談も 寄り添っ た支 援をしてい ただ いていると 思
い ま すが。
○森教育長

所 管に確認さ せていた だき たいのですが、 今、町田委 員長

からお話があっ たようなこ とも含め て、 保護者の方と何 回か説明会 と
いいましょうか 、あったと 思います が、 そのときに出た 心配事とい う
のは、町田委員 長から出た ような事 柄の ほかにどういっ たものがあ っ
て、説明を終わ った段階で どの程度 ご理 解がいただけた のか、安心 い
ただけたのか、 その辺がわ かるといい な と思いますが。
○ 大西教育支援 課長

説明 会という 改ま った形ではない ですが、一 度 保

護者の会の方々 と懇談会を させてい ただ いたのと、また 、教育 相談 室
にも同じような 声が入って くるので 、そ の都度ご説明を させていた だ
いているところ です。
今、町田委 員長からあ ったよう な、 相談室が変わる ことへの不 安の
声が聞かれるので、「教育相談室はちょっと冷たいような気がする
な」ということ への不安に ついては 、説 明をしていく中 で多少払拭 は
さ れ たかな、お 話ができた 方について は 払拭されたと考 えます。
先ほど市長 からもあっ たように 、就 学相談という制 度 を通って 教育
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相談室に行く方 々は、どう してもそ こで がらっと体制が 変わるよう な
イ メ ージをす ご く持たれて いるとい うの は、就学相談の 担当をして い
て す ごく 感じて おりました ので、だ から こそ早 くから同 じような体 制
で相談できれば という話が 進んでい るん だなというのを 実感してい る
の で す。 やはり 人がかわる ことの不 安と いうのは、実は お子さんの 不
安ではなくて、 保護者の方 の不安なん で すね。
お子さんに 何をしてく れるのか 、お 子さんがどう成 長していく のか
ということへの 不安という よりも、 お母 さん自身が話し やすいのか 、
お母さん自身が 声をかけや すいのか とい うところの不安 がすごく 多 く
感じますので、 相談の体制 であった りと か、窓口の持ち 方であった り
というのも、教 育相談 室だ けではな くて 、どうしても就 学相談だっ た
りほかの制度は 残っており ますので 、そ こも総合的に丁 寧にご説明 し
ていくと、わか っていただ ける部分が 多 い と思います 。
ただ、全員 一人一人ご 説明が ま だで きているわけで はないです し、
物 理 的に難しい ので、実際 に相談を 進め ながら身をもっ て感じてい た
だくしかないか なと 捉えて おります。
○渡部市長

小 関委員 、小 学校で長 年教 鞭をとられて 、 校長先生も なさ

っておられた立 場で、いか がでしょ うか 、今回の幼児相 談 、教育相 談
の一元化という のは。
○小関委員

私 は、大きな 発達支援 構想 ですよね、 一元 化って。す ごく

いいと思います 。子供を一 人一人、 今不 安がある方もあ るのですが 、
子供理解という ことなので ね、そし て、 それをどう支援 していくか と
いうことなので 。
小学校はち ょっと冷た いという よう な 話もありまし たが、１対 １と
いうことよりも 、少しずつ 対象がふ えて いくということ はあるので す
が、最終的には 子供理解と いうこと を徹 底してやってい きますし、 ま
た、個別の支援 計画や指導 計画とい うの も充実させてい かれると思 う
ので、大きな枠 での本当に 発達支援 構想 というのが大事 だなと思っ て
い ま す。
○渡部市長

あ りがとうご ざいま す。

さらには、 多分、各学 校との連 携を どう強化してい くかという のが
次、大きな課題 になって、 議会とか 、ま た、障害のある お子さんの 保
護者の方々から も、やはり 先生方に よっ てかなり障害に ついての理 解
に温度差がある というお話 も大分我 々は 日常的によくい ただくこと が
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あるので、その 辺をどうし ていくか とい うことも多分こ れから課題 で
あろうかなと思 っています 。
それでは、 吉村委員 ど うぞ。
○吉村委員

質 問ですが、 子供とい うの は、０歳から１ ８歳という こと

ですか。ですね 。１８歳に 選挙権を 与え るじゃないで す か。 これか ら
こ の 言葉 の使い 方は難しく なってく るの ではないかと思 います。「 乳
幼児」、「児童 」、「生徒 」という 具体 的な言い方のほ うが正しい の
ではないだろう かというふ うに思いま す 。
まして、１ ８歳でたば こ、酒ま で認 めようかという 議論をして いる
のに、それを子 供と位置づ けさせて いい のか。少し考え てみたいな と
思いますが、い かがでしょ うか。
○渡部市長

選 挙権の問題 はちょっ と悩 ましいところで 、我々、市 長部

局としては、児 童福祉法が やはり柱 にな るので、児童福 祉法では０ 歳
から１８歳まで は児童、子 供という 扱い に、一定の保護 をしなけれ ば
な ら ない対 象、 保護、指導 をしなけ れば ならない対象と いうことに な
ってはいるので すが、「保 護しなけ れば ならない対象が 今度選挙権 を
持つというのは どういうこ となのだ 」と いうのは、言わ れてみて非 常
に難しいテーマ ですね。
○當麻委員長職 務代理
○渡部市長

１ ８歳 未満と い う言葉でいいで すよね。

子 ども家庭部 のほうで何 か ありますか。

○森脇子育て支 援課長

認 識として は、 １８歳未満の方 を対象にし てい

ます。１８歳を 迎える誕生 日までが対 象 となります。
○渡部市長

児 童福祉法で は対象にな る ということです ね。

○渡部市長

選 挙権は誕生 日から発 生す るんですよね。 ということ で、

年齢の取り扱い も 非常に。 そうする と、 児童福祉法の対 象は１８歳 の
誕 生 日までと。 選挙権は１ ８歳の誕 生日 から発生すると いうことの よ
う で すが。
ただ、公職 選挙法上は 選挙権認 めら れているのです が、そのほ かの
さまざまな民法 上の改正と か、その 辺は まだ全然済んで ないので、 国
もどういうふう に１８歳を 考えるの かと いうのは非常に 難しいとこ ろ
だ と 思 いますの で、そこら 辺の表現 はち ょっと注意をし ながら、今 、
吉 村 委員 おっし ゃられたと ころを踏 まえ て考えていく必 要はあるの か
な と 思います。
○ 當 麻 委 員長 職 務 代理

本 当に今お 話い ろいろ伺いまし て、進捗状 況等
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も理解させてい ただけたと 思います が、 こうなってくる と本当に、 １
８歳未満までを 扱えるとい うことの 中で 、本当に名称と いうのはと て
も大事なものに なってくる のだなと いう 感 じを、さらに 強くいたし ま
した。
例えば、直 接的な「幼 児相談」 、「 教育相談」を意 味する言葉 では
ない言葉も含め た検討をし ていただ きな がら、東村山ら しさをあら わ
した名称が得ら れると一番 いいなと 思う とともに、やは り、幼児の ご
相談は保護者の 方に対して のものが ほと んどであると思 いますので 、
そのときのご相 談の対 象の 年齢です よね 、もちろん本人 もですが、 そ
の場の雰囲気づ くりといい ますか。
だから、相 談を受ける ほうも０ 歳か ら１８歳までと いうとかな りの
幅があると思い ますので、 その辺、 専門 家の方々のより 注意深い場 づ
くりということ をお願いし たいと思い ま す。
○渡部市長

あ りがとうご ざいます。

切れ目のな い相談・支 援体制につ い てはよろしいで しょうか。
（
○渡部市長

なし

）

ほ かにご意見 がなけれ ば、 今日 はこれで終 了させてい ただ

いて、また、次 回以降、進 捗状況、 新た な課題等が発生 した時点で ま
た会議のほうに 報告をお願 い したいと い うふうに思いま す。
それでは、 課題の事項 で、全部 は今 日し切れないの で、今、吉 村委
員からも若干触 れていただ きました が、 前回、私のほう から、二学 期
制 に ついて 保護 者、生徒、 児童から ご意 見があるので、 その辺につ い
ては今後、教育 委員会で検 討してい ただ きたい旨の発言 をさせてい た
だきましたが、 その後、早 速、教育 委員 会でも取り組み というか、 前
回も教育長のほ うから、既 に教育委 員会 の中でも検討委 員会を設置 す
るというお話が ありました が、その 後、 進捗状況が何か あれば、ご 報
告をお願いした いと思いま す。
で は、 青木 次 長。
○青木教育部次 長

それで は、簡単 に進 捗状況をお話し したいと思 いま

す。
東村山市立 小・中学校 における 二 学 期制の導入から 、試行期間 を含
めて１４年が経 過いたして おります。
この間、学習 指導要領が ２回改訂 され 、ゆとり教育の 充実から、 生き
る力の育成への 変遷をたど ってまい りま した。この中で 、新しい学 習
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内容の導入に伴 う授業時間 数の見直 しが 行われ、国際社 会で活躍す る
日本人を育成す るための教 育が推進さ れ てきました。
本市でも、 授業時間の 確保を主 な目 的として、二学 期制の教育 課程
を導入し、さま ざまな教育 課題に対し て 対応してまいり ました。
今後、おお むね３年後 には現在 の学 習指導要領が改 訂される予 定で
あり、これまで の経緯から 大体１０ 年に １度の学習指導 要領の改訂 な
ので、３０年度 小学校、３ １年度中 学校 というように予 想されるわ け
ですが、指導室 としまして は、その 趣旨 を踏まえた教育 活動の実施 に
向けて、指導方 法や評価の 見直しを 行う とともに、これ まで実施し て
きた２学期制の あり方につ いても改 めて 検討したいと考 えておりま す。
現在の進捗 状況としま しては、 東村 山市立小・中学 校教育課程 検討
委員会を設置し 、これまで の２学期 制の 成果や課 題に関 すること、 今
後の学期制のあ り方などに ついて、 現在 の本市の子供た ちの実態を 十
分に考慮しなが ら検討を進 めてまいり た いと考えており ます。
さきのタウ ンミーティ ングでも 、夏 休み前に子供の 学習状況を 把握
したりですとか 、進路決定 、進路選 択に 不利益がないよ うになどと い
うご意見もいた だいており ます。
また、さら に、先ほど も申し上 げた 授業時数の確保 ということ も検
討していかなけ ればならな いと思い ます 。今後、本市の 子供たちに と
ってどうするこ とが一番適 している かと いうことを検討 していきた い
と 考 えます。
検 討委員会 の構成です が、有識 者、 小学校、お手元 の資料にも あり
ますので、後ほ どごらんく ださい。 小学 校及び中学校の 校長会の代 表
者、それから、 保護者の代 表者、教育 部 長となっており ます。
今後の予定 としまして は、第１ 回目 の検討委員会を １０月１６ 日に
予定しておりま す。そこで は、検討 委員 会の皆様から学 期制につい て
のご意見を伺い ながら、教 職員や保 護者 などからのご意 見をアンケ ー
ト調査などで把 握し、年度 内には今 後の 方向性を明らか にしたいと 考
え て おります。
以上でござ います。
○渡部市長

早 速取り組ん でいただい て ありがたく思っ て おります 。

本件につい て何か、と いうか、 中身 的にはむしろ教 育委員会の 話な
の で 、私が とや かく言う筋 合いでは ない ので、お願いを した立場な の
ですが。よく検 証していた だくとい うこ とでよろしいの ではないか と
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思 い ます。
何かご意見 ありそうで すが、 當麻 委 員 。
○當麻委員長職 務代理

本 当に教育 委員 会の中でも皆で 一生懸命考 えて、

教育委員たちも 要ると確信 しておりま す ので。
○渡部市長

で は、今後、 検討委員 会で 議論を進めて、 最終的には 教育

委員会の中で検 討いただく というこ とで 、よろしくお願 いしたいと 思
い ま す。
そ れから 、 余り時間な いですが 、そ のほかで、これ は次回課題 とし
てこの教育会議 で話し合っ ておくべ きで はないかという ような何か ご
指摘があればお 受けして、 閉会した いと 思いますが、よ ろしいでし ょ
うか。
町 田委員長 、よろしい ですか。
○ 町 田 委 員長

特に現時点 では、今 いろ いろなものがも う既に出て きて

いるかなと思い ます。
○渡部市長

吉 村委員 はい かがですか 。

○吉村委員

先 ほど當麻委 員が言わ れま したように、具 体的なもの を 聞

いてみたいとい うのがあっ たじゃな いで すか。となると 、そのセク シ
ョンで具体的な ものが出て くると、 ぽっ と紹介し ていた だくのも、 議
論する上でやり やすくなる のかなと思 っ たりします。
○渡部市長

具 体的に何か 念頭に置い て おられるような ことは？

○吉村委員

先 ほどのＰＴ Ａの項目 が出 ていましたよね 。大綱です から、

それぞれのとこ ろで具体的 な案が出 てき ますよね。その ようなもの が
議論されると、 結構、議論 するのに 盛り 上がってくるの ではないか と
思ったりします が。
○渡部市長

何 かあります か。

○ 曽 我 教 育部長

あくまで も大綱で すの で、個々の具体 的なところ とい

う の はひとつ。
○吉村委員

大 綱 に は要ら ないです。 次 の議論としてど うか。

○ 森 教 育長

大 綱は大綱で 決めて、 そこ にかかわるよう なところを 冒頭

でしてもらえれ ば話題にな る。
○吉村委員

話 題提供みた いな。

○ 曽 我 教 育部長
○吉村委員

細かく。

だ から、先ほ ど當麻委 員さ んがおっしゃい ましたので 、Ｐ

ＴＡのところの 話題提供が 出てくれ ば、 ちょっと話が弾 むかなと思 っ
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たりした。そう いう提案で す。
○渡部市長

は い。ありが とうござい ま す。

前回たしか 當麻委員さ んからだ った ですかね、「せ っかく教育 委員
会と首長がテー ブルに着い て話すの で、 教育委員会の話 よりは、市 長
部局等も絡むよ うな話で、 市長部局 のほ うから も教育委 員さんに知 っ
ていていただき たいこと、 考えてい ただ きたいことは逐 次報告をし て
ほしい」という ような趣旨 のご発言 があ ったので、それ はまた、閉 会
後でもご意見い ただければ 、次回検 討さ せていただきた いと思いま す。
○當麻委員長職 務代理

実 は、先ほ どＰ ＴＡに関して 私 が、質問を 投げ

かけさせていた だいたのは 、教育委 員会 のほうのではあ あした形で 示
していると思い ますが、大 綱が、ま さし く今、市長がお っしゃられ た
ように、市長部 局と一緒に なったと きに 、このままの感 じでいいの ？
という意味だっ たのです。 そういう こと の意味でのＰＴ Ａ というこ と
の 捉 まえ 方。
ま た、 タウ ンミーティ ングの中 でも 、そういったＰ ＴＡの団体 の方
と の 中で二 学期 制に関して のお話が 出て きたやに市長か ら伺ってお り
ますので、そう した意味の 中での、 実は もうちょっと大 きなところ で、
個別ということ よりか、そ こでこの 大綱 の中にどのよう なそうした こ
とをうたったほ うがいいの かなとい う意 味のちょっと疑 問だという こ
とでご理解いた だければあ りがたいと 思 います。
○渡部市長

そ れでは、時 間になり まし たので 、大綱の ほうは若干 宿題

をいただきまし たので、事 務局でま た、 今日 委員 の皆様 からいただ い
た ご意見を踏ま えて、先ほ ど當麻委 員 か らもお話ありま した が、広 く
首 長 と教育委員 で策定をす る大綱と いう 趣旨を踏まえて ということ で、
もう一回ちょっ と、特に０ 歳から１ ８歳 までの相談業務 を教育委員 会
で行うという大 きな一大改 革をこれ から 行うという視点 も踏まえて 、
整理をもう一回 お願いでき ればという ふ うに思います。
それから、 個別の案件 について は、 また動きがあれ ばご報告を させ
ていただきたい というふう に思います 。
教育委員会 前の大変お 忙しいと ころ 、長時間にわた りましてご 協議
を賜りましてま ことにあり がとうござ い ました。
以上で終了 したいと思 いますが 、最 後に、事務局の ほうから報 告が
あればお願いし ます。
○東企画政策課 主査

では 、事務局か ら １点連絡を申し 上げます。
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