平成２ ７年 第３回 東 村山市 総合 教育会 議 会議録
○平成２７年１２月７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。
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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０ ０分

○渡部 市長

開会

皆様 、 おはよ うご ざいま す 。

早 朝よ りお集 ま りをい ただ きまし て ありが とう ござい ま す。
そ れで は、 定刻 になり まし たの で、 ただい まよ り平 成２ ７年度 第３
回東村 山市 総合教 育 会議を 開催 いたし ま す。
教 育委 員の 皆様 には、 大変 お忙 しい 中、お 集ま りを いた だきま して
まこと にあ りがと う ござい ます 。
そ れで は、 議題 に入り ます 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 いいた しま す。
○安保 企画 政策 課長

それ では 、お はよ うござ いま す。 事務 局をし てお

１

ります 企画 政策 課の 安保で ござ いま す。 本日も どう ぞよ ろし くお願 い
いたし ます 。
本 日配 付さ せて いただ きま した 資料 につい て、 確認 させ ていた だき
ます。
ま ず、 次第で ご ざいま す。
そ れか ら、 資料 １とい たし まし て「 東村山 市教 育施 策の 大綱（ 案）
につい て」 でご ざい ます。 こち らに つき まして は、 Ａ３ の資 料でご ざ
います 。
次 に、 本日 新た にお配 りし た資 料と いたし まし ては 、ま ず、席 次表
でござ いま す。
そ れか ら、 「平 成２７ 年第 ２回 東村 山市総 合教 育会 議会 議録」 でご
ざいま す。
そ れか ら、 「教 育施策 の大 綱の 変更 点につ いて 」。 こち らはＡ ４ 判
の資料 でご ざいま す 。
そ れか ら、 本日 、後半 で「 教育 の諸 課題に つい て」 のと ころで 扱わ
せてい ただ きま す資 料が２ 点ご ざい まし て、「 防災 安全 課に おける 防
災教育 の取 り組み 」 という こと ものが １ 種類ご ざい ます。
そ れか ら、 「学 校にお ける 安全 教育 」の資 料が Ａ４ 判 で ござい ます 。
以 上、 お配 りい たして おり ます 。も し、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。
そ れか ら、 本日 、後半 の「 教育 施策 の諸問 題」 とい うこ とで、 防災
教育に つい てと いう ことで 扱わ せて いた だく予 定と なっ てい ます。 そ
の関係 で、 市長 部局 より担 当所 管の ほう が同席 させ てい ただ いてお り
ますの で、 紹介さ せ ていた だき ます。
ま ず、 環境安 全 部長、 東村 でござ い ます。
○東村 環境 安全部 長

よろ し く お願い い たしま す。

○安保 企画 政策課 長

同じ く、 環境安 全 部次長 、細 淵でご ざ います 。

○細淵 環境 安全部 次 長
○安保 企画 政策 課長

よ ろし くお願 い します 。
それ から 、担 当所 管でご ざい ます 、環 境安全 部防

災安全 課長 、嶋田 で ござい ます 。
○嶋田 防災 安全 課 長

よろ しく お願い し ます。

○安保 企画 政策 課長

以上 ３名 が同 席を させて いた だい てお ります 。よ

ろしく お願 いいた し ます。
会 議録 につ きま しては 、ホ ーム ペー ジ及び 情報 コー ナー 等で公 開し
２

てまい ると ころで ご ざいま す。
事 務局 からは 以 上です 。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

資 料の ほうは よ ろしい でし ょうか 。 皆様、 お手 元、大 丈 夫です ね。
そ れで は、 本日 の傍聴 者に つい て、 会議の 前に お諮 りを したい と思
います 。
本 日の 審議 内容 につい て、 事前 通知 を受け てお りま すが 、特段 の非
公開情 報は ない と思 われま すの で、 傍聴 者の入 場を 許可 した いと思 い
ますが 、ご 異議ご ざ いませ んで しょう か 。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

よろ し いです か。

そ れで は、 本日 、傍聴 希望 者が 来た 場合は 、入 場を 許可 したい と思
います 。傍 聴人、 お られま すか 。
○安保 企画 政策課 長
○渡部 市長

○渡部 市長

はい 。１ ７名い ら っしゃ いま す。

では 、 許可を いた します の で、入 場を お願い い たしま す。
午前

９時 ０５分

休憩

午前

９時 ０７分

再開

それ で は、会 議を 再開 い た します 。

傍 聴の 皆様 にお 願いを して おき ます 。傍聴 して いた だく に当た りま
しては 、お 手元 に配 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、よ ろ しくお 願い いたし ま す。
そ れで は、本 日 の会議 に入 ります 。
改 めて 、皆 様、 おはよ うご ざい ます 。東村 山市 長の 渡部 でござ いま
す。教 育委 員の 皆様 には、 教育 委員 会開 催の前 とい うこ とで 、 大変 お
忙しい 中、 本日 第３ 回総合 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。
本 日も 、前 回か ら引き 続き まし て、 大綱の 策定 や、 教育 の諸問 題に
ついて 教育 委員 の皆 様と議 論を 深め たい と思っ てお りま すの で、委 員
各位に おか れま して は、ぜ ひ活 発な ご意 見を賜 りま すよ うに お願い を
申し上 げま す。
そ れか ら、 既に ご案内 とは 存じ ます が、１ ２月 １日 から 市議会 １２
３

月定例 会が 開催 をさ れまし て、 １２ 月１ 日、初 日に 教育 長の 人事案 件
を議会 のほ うに提 案 をさせ てい ただき ま した。
こ れま で２ 期８ 年にわ たり まし て、 教育長 を お 務め いた だいて いま
す森教 育長 の再 任、 今度は ３回 目と いう ことに なり ます が、 お願い を
させて いた だき まし て、議 会の ご同 意を いただ いた とこ ろで ござい ま
す。
ご 案内 のと おり 、今回 、教 育委 員会 制度が 変わ って の初 めての 教育
委員さ んを 直接 、首 長が 選 任す る議 案と いうこ とで ござ いま したが 、
そうい う形 で選 任を 同意 い ただ きま した ので、 引き 続き 、来 年、 年 明
けから また 、今 度は 森新教 育長 のも とで 教育行 政の 運営 をお 願い 申 し
上げた いと 思っ てお ります ので 、よ ろし くお願 いし て、 私か らの冒 頭
の挨拶 とさ せてい た だきま す。
そ れで は、 本日 の 議題 であ りま す「 教育施 策の 大綱 につ いて」 を議
題とさ せて いただ き ます。
１ ０月 ５日 の第 ２回の 総合 教育 会議 におき まし て、 第１ 回の会 議の
中で出 たご 意見 を肉 づ けし た内 容の 大綱 （案） に対 して 、さ らに皆 様
からご 意見 をいた だ いたと ころ でござ い ます。
本 日は 、さ らに 前回の 会議 で出 まし た皆様 のご 意見 を整 理し、 反映
した内 容の 大綱（ 案 ）を作 成 い たした と ころで あり ます。
そ れで は、 最初 に前回 から 加除 、 修 正した 内容 を含 めま して、 大綱
（案） の説 明を庶 務 課長か らお 願い い た します 。
○清水 庶務 課長

皆 様、お はよ うござ い ます。

市長のご説明のとおり、前回はご提示させていただきました大綱
（案） に対 しま して 、ご指 摘、 ご意 見を いただ きま した ので 、それ ら
を反映 し、 修正し た ものを 作成 いたし ま した。
資 料は 、資 料１ と２に なり ます 。説 明は資 料に 沿っ て始 めてい きま
すが、 変更 点のま と めは資 料２ という こ とにな りま す。
ま ず、 資料１ の ２ペー ジを ごらん く ださい 。
修 正点 は下 線部 を引い てお りま す。 まず、 資料 ２は 、２ ページ は別
表にな りま すが 、 五 つ 目の 施策 の方 向性 「生涯 にわ たる 文化 ・学習 活
動を充 実す る」 で す が、こ ちら の文 言に 「スポ ーツ 」と いう 言 葉を 加
え、「 生涯 にわ たる 文化・ スポ ーツ ・学 習活動 を充 実す る」 といた し
ました 。
主 要施 策 の 部分 では、 「教 育相 談の 体制を 整備 する 」と いうの が修
４

正前で ござ いま すが 、こち らを 「相 談体 制を 整 備す る」 とい たしま し
て、教 育を 削除 いた しまし た。 こち らは 、幼児 相談 、教 育相 談の一 元
化を意 識し たもの で ござい ます 。
取 組 の 部分 では 、「教 育・ キャ リア 教育の 充実 」を 「キ ャリア 教育
の充実 」及 び「環 境 教育の 充実 」の 二 つ に分け まし た。
こ ちら は、 前回 、幼稚 園や 保育 園、 高等学 校の つな がり に関す るご
意見が 多く ござ いま した。 二つ に分 け る ことに より 、キ ャリ ア教育 と
環境教 育の 重要性 を 強調し たと ころで ご ざいま す。
続 きま して 、取 組 「教 育相 談体 制の 強化」 を「 相談 体制 の強化 」に
変更し てご ざいま す 。
さ らに 、「 青少 年の非 行を 防ぐ ため の健全 な地 域環 境づ くり」 では 、
「青少 年の 心を 育て るため の健 全な 地域 環境づ くり 」に 修正 してお り
ます。 こち らは 、非 行防止 とい う言 葉で はなく 、心 を育 てる という 前
向きな 表現 になっ て おりま す。
別 表の 部分で の 変更点 は以 上にな り ます。
続 きま して、 ３ ページ をご らんく だ さい。
３ページの変更点は一番右下にございます、施策の方向性１の
（３） の取 組 「 家庭 との連 携の 推進 」の 文章に つい て、 「イ メージ が
つかみ にく い」 とい うご意 見が ござ いま した。 その ため 、わ かりや す
い表現 に変 更いた し ました 。
次 ペー ジ、４ ペ ージを ごら んくだ さ い。
ま ず、 施策 の方 向性２ 「生 きる 力を はぐく む学 校教 育を 充実す る」
の説明 文の 変更で ご ざいま す。
前 回の 会議 では 、「考 える 力、 思考 力が重 要で ある 」と いうご 意見
をいた だき まし たの で、「 自ら 考え 判断 し」と いう 文言 を追 加いた し
ました 。
続 きま して 、施 策の方 向性 ２の （１ ）の取 組 「 基礎 的・ 基本的 な内
容 を 確 実に 身につ け る教育 の推 進」の 説 明文を 整理 いたし ま した。
こ ちら は、 前回 、「文 章が 長く 、教 員と生 徒そ れぞ れの 立場が 入っ
ていて わか りづ らい 」とい うこ と と 、 「 思考力 」に つい ても 加える べ
きだと いう ご意見 を いただ きま した。
こ ちら の文 章を 改めて 変更 後を 申し 上げま すと 、「 子供 たち一 人一
人の『 生き る力 』を 育成す ると いう 基本 的な考 え方 に立 ち、 子供た ち
と向き 合う 時間 を大 切にし ます 。時 間的 ・精神 的な ゆと りの 中でじ っ
５

くり考 え、 学習 意欲 を高め 、基 礎的 ・基 本的な 内容 を確 実に 身につ け
られる 教育 を推 進し 、子供 たち の確 かな 学力を 育 成 しま す」 。思考 力
を強調 して いる文 章 になっ てお ります 。
続 きま して、 ５ ページ をご らんく だ さい。
施 策の 方向 性２ の（４ ）の 取組 「環 境教育 ・キ ャリ ア教 育の充 実」
を二 つ に分 けた こと は、先 ほど 申し 上げ ました が、 その 説明 文を整 理
いたし まし た。
幼 児教 育や 高等 学校な どと の連 携・ 連絡の 文言 につ いて ご指摘 がご
ざいま した 。
ど のよ うな 表現 、言い 方が よい かを 考えま した とこ ろ、 「幼稚 園や
保育園 、高 等学 校等 との接 続」 とい う表 現とし 、説 明文 を修 正いた し
ました 。
変 更文 のほ うを 申し上 げま す。 「キ ャリア 教育 の充 実」 、 「子 供た
ち一人 一人 の社 会的 ・職業 的自 立に 向け 、必要 な基 盤と なる 能力や 態
度をは ぐく むた め、 職場体 験等 の学 習を とおし て、 自己 理解 を深め 、
自己の 生き 方を 考え るキャ リア 教育 を充 実させ ます 。そ の際 に、幼 稚
園や保 育園 、高等 学 校等と の接 続を配 慮 した教 育を 進めま す 」。
「 環境 教育 の充 実」、 「小 ・中 学校 におけ るＣ Ｏ２ 削減 や省エ ネル
ギー・ 省資 源に かか わる環 境教 育を 充実 させ、 持続 可能 な社 会の実 現
を進め ます 」。
次 に、 施策 の方 向 性３ 「子 供一 人一 人に応 じた 支援 を充 実する 」の
（１） の取 組 「 特別 支援教 育体 制の 充実 」の説 明文 の修 正 で ござい ま
す。
こ ちら のほ うは 、「生 きて いけ る力 を培う 教育 」か ら、 「生き てい
ける力 を培 う支援 」 に修正 して おりま す 。
ま た、 「乳 幼児 から学 校卒 業ま で」 の文言 です が、 学校 卒業か １８
歳とい う年 齢か で教 育支援 課と 確認 いた しまし た。 特別 支援 教育に つ
いては 、学 校教 育上 で行う こと が基 本と いうこ とで ござ いま したの で、
「高校 卒業 を含め た 学校卒 業」 という 文 言にさ せて いただ き ました 。
施 策の 方向 性３ の（２ ）の 取組 「相 談体制 の強 化」 につ いてで すが 、
こちら の説 明文を 修 正いた しま した。
こ ちら でも 、学 校卒業 、も しく は１ ８歳と いう 文言 につ いて、 どう
したら よい か教 育支 援課と 確認 いた しま したが 、文 言と して は「０ 歳
から１ ８歳 まで 切れ 目のな い相 談・ 支援 体制」 とい う文 言を 追加い た
６

しまし た。
次 ペー ジをご ら んくだ さい 。
６ ペー ジの 一番 上 の施 策の １番 目の ところ でご ざい ます 。施策 の方
向性３ の（ ２） の取 組「関 係諸 機関 等と の連携 の推 進」 の説 明文で す
が、「 中学 校教 育の 中で 、 進学 した い生 徒、就 職し たい 生徒 のため の
教育を 充実 させた ら いかが か 」 という ご 意見が ござ いまし た 。
こ ちら のご 意見 を反映 させ るた め、 「進学 や就 職を 踏ま えた中 学校
教 育 を 充実 させ るた め、高 等学 校等 との 連携を 図っ てい きま す」と い
う文言 を追 加した と ころで ござ います 。
私 から の変更 点 の説明 は以 上にな り ます。
○渡部 市長

事務 局 からの 説明 が終わ り ました 。

前 回ご 指摘 をい ただい たと ころ で、 修正を した とこ ろを 中心に ご説
明を申 し上 げま した が、い かが でし ょう か。ご 意見 、あ るい は「ま だ
ちょっ とこ の点 が足 りてな い」 とか 「こ こは削 った ほう がい いんじ ゃ
ないか 」と 、全 体的 な流れ も含 めて 、も う一度 を確 認を いた だけれ ば
という ふう に思い ま すが、 いか がです か 。
○森教 育長

５ ペー ジの４ 番の 「キ ャリ ア 教育 の充 実」 。前 回に比 べま

すと、 後半 に「 その 際に、 幼稚 園や 保育 園、高 等学 校等 との 接続を 配
慮した 教育 を進 めま す」と いう こと なん ですが 、前 回も 「幼 稚園と か
高等学 校と の関 係を 深めて いく 必要 があ る」と いう 意見 は出 たんで す
が、そ れを この キャ リア教 育の 中に 入れ たとい う意 味合 いは どうい う
ことな んで しょう 。
も うち ょっと 詳 しく説 明い ただけ る とあり がた いです 。
○清水 庶務 課長

こ ちらの ほう は、 前回 、ご意 見の ほう でつ ながり のこ

とを強 調さ れて いま した。 その 際に 、幼 稚園と 保育 園、 高等 学校と の
つながりについて、連携または連携までは行かないんでしょうが、
「何ら かの つな がり を持っ て教 育を 進め てもら いた い」 とい う言葉 が
ござい まし た 。 確か に連携 まで 行く かど うか は わか りま せん でした が、
その中 に接 続を 踏ま えまし て、 接続 をす るとき には 、就 職や 就学に つ
いて、 やは りつな が りが必 要だ と いう ご 意見で した 。
そ の中 には 、「 キャリ ア教 育の 中で 、一つ やっ てい くべ きでは ない
か」と いう ご意 見が あった と思 いま すの で、こ ちら のほ うに 加えさ せ
てもら った ところ で ござい ます 。
○渡部 市長

教育 長 、よろ しい ですか 。
７

○森教 育長

はい 。

○渡部 市長

大丈 夫 ですか 。

○ 森 教 育長

ちょ っ とまだ 弱い のです が 。

○渡部 市長

部長 、 ちょっ と。

○曽我 教育 部長

は い。こ れか らの 子供 を見据 えた 中で 、こ ういう ふう

な教育 をし ていこ う という こと だった ん ですが 。
と いう のは 、今 後、幼 稚園 教育 も新 子ども ・ 子 育て 制度 の中で そう
いう制 度が 入って き ている とい う内容 も ござい ます 。
で すか ら、 小さ い、何 てい うん です かね、 保育 園、 幼稚 園から つな
がりを つけ てい こう と、考 え方 でつ なが りをつ けて いこ うと いうこ と 。
あ とは 、今 まで 中学校 まで はそ うい うキャ リア 教育 とい う接続 は持
ってい まし たが 、今 後、東 村山 は ０ ～１ ８とい う一 貫し た相 談体制 を
とるこ とも あり まし て、そ れを 含め ると 、高校 生ま で含 めた 中で、 全
体で市 でキ ャリ ア教 育とい うも のを 、 実 際には 、接 続 と いう 、今、 庶
務課長 から 説明 があ りまし たが 、非 常に 簡単に はつ なげ てい くのが 難
しいと 思い ます が、 そこを 総合 的に 考え ていか ない と東 村山 として は
いけな いだ ろう とい うこと で、 キャ リア 教育を 保育 園、 幼稚 園、小 学
校、中 学校 、高 校ま で通し て進 めて いこ うとい う考 え方 で、 ここを 修
正させ てい ただい た わけで ござ います 。
以 上で す。
○森教 育長

あり が とうご ざい ました 。

○渡部 市長

ほか に よろし いで しょう か 。

あ と、 本当 は 今 日議論 を終 結し たい んです が、 ちょ っと いくつ か私
のほう で、 その後 気 がつい た点 を申し 上 げても よろ しいで し ょうか 。
一 つは 、前 回ち ょっと 吉村 先生 から も提起 があ った 、１ ８歳か らに
これか ら投 票が 、選 挙権が 引き 下げ られ た件で 、い わゆ る主 権者教 育
とかシ チズ ンシ ップ 教育と 言わ れて いる 分野に つい て、 これ から策 定
する計 画に 全く 文言 がない とい う の はど うかな とい う の がち ょっと 、
最近気 がか りにな っ て。
全 くや って ない わけじ ゃな いで すが 、議会 でも いく つか 今回、 一般
質問等 でご 意見 があ って 、 当然 、選 挙管 理委員 会が 主体 とな ってい る
という こと にな るわ けです が、 その 辺に ついて がど うな のか なとい う
ところ と。
あ と、 これ はあ と、文 言の 問題 なん ですが 、２ の「 生き る力を はぐ
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くむ学 校教 育を 充実 する」 の（ ２） です 、４ペ ージ の。 「豊 かな人 間
性を培 い、 規範 意識 を高め る」 とい うと ころで 、「 子供 たち の人権 教
育の推 進」 とい うの は、こ れは この 言葉 自体に 問題 があ るわ けでは な
いんで すが 、東 村山 市の地 域特 性と して 、やは り「 多磨 全生 園があ る
東村山 市と して 、子 供たち の人 権教 育を 進める 」と いう よう な文言 を、
やはり ちょ っと触 れ てお い たほ うが、 今 回、陳 情も 出てい ま すので 。
こ れま でも 全生 園をフ ィー ルド にと いう言 い方 は失 礼で すが、 平沢
さんや 佐川 さん にい ろいろ お話 を、 実際 に小学 生、 中学 生が 聞いて 、
それを 糸口 に当 市で は人権 教育 をな され て、今 回、 先週 で終 わって し
まって いま すが 、人 権パネ ル展 でも 、今 回市内 で３ 名の お子 さんが 東
京都の 奨励 賞を 受賞 されて 、そ のう ちの １人の 方は 、テ ーマ はやは り
全生園 のこ とに つい て触れ てい るの で、 ここに やは り文 言と して、 や
はり東 村山 とし ての 地域特 性を やは り踏 まえた 形で の人 権教 育をし て
いると いう 、今 まで もそう です し、 こ れ からも そう だと 思い ますの で、
そのこ とを 触れ てお いたほ うが いい よう な気が する んで すが 、いか が
でしょ うか という こ とで 。
２ 点、 ちょ っと すみま せん 。後 で気 がつい てし まっ たも のです から 、
今 日も う一 度提起 を させて いた だきま し た。
ど うぞ 、當摩 委 員。
○當摩 委員

今 、市 長が追 加で おっ しゃ ってく ださ った ので 、私も 改め

て読み 直し てみ て、 ７ペー ジな んで すが 、まだ 間に 合う かな みたい な
形で、 ちょ っと 気が ついた こと を皆 様に 考えて いた だき たい と思い ま
す。
この中に、「文化財の保護と活用」というところで、例として
「『下 宅 部 遺跡 はっ けんの もり 』を 初め とする 」と いう 文言 がある ん
ですが 、こ こを でき ました ら、 やは り一 番国宝 とさ れて いる 正福寺 の
千体地 蔵堂 を例 えば 、併記 して おい てい ただい たほ うが 、な んか文 化
財とし ては いいか な って思 いま す。
と いう のは 、ご 案内の よう に、 「は っけん のも り」 は、 埋没保 存と
いうこ とで 、遺 跡公 園とし たと いう 形で すので 、史 跡保 存と いうこ と
の大き な直 接的 な結 びつき とし ては 、表 現とし て弱 いか もし れない と
いう気 持ち がい たし ますの で、 正福 寺に ついて 、む しろ 少し 触れて お
いてい ただ ける のな ら、併 記の よう な形 でお願 いす るの がよ ろしい か
なとい うふ うな気 持 ちを持 ちま した。
９

○渡部 市長

はい 。 ありが とう ござい ま す。

そ うで すね。 ど うです か、 事務局 の ほうは 。
○町田 委員 長

私自 身ので はな いん です が、今 、３ 点お 話が ありま した

が、改 めて こう やっ てお話 しい ただ くと 、必要 かな 、入 れて おいた ほ
うが、 ここ の完 成前 に入れ てお いた ほう がいい んじ ゃな いの かなと 思
うので。
あ と、 どこ まで にこれ を完 成さ せよ うとい う目 標の 中で 、それ が可
能かど うか という の はちょ っと お聞き し たいな と思 います 。
○渡部 市長

後 ほど またお 諮り しよ うと 思って いた んで すが 、事 務 局と

私の間 では 、 今日 の 会議で 粗々 ご了解 を いただ けれ ば、年 明 けに 。
や はり こう した 大きい 計画 をつ くる 場合に は、 今、 市で は基本 的に
は「み んな で進 める まちづ くり 基本 条例 」の理 念に のっ とっ て、少 な
くとも パブ リッ クコ メント ぐら いは やら ないと まず いで あろ うとい う
ことで 、来 年には パ ブリッ クコ メント を やらせ てい ただき た いと。
そ れが 一定 期間 がかか りま すの で、 できれ ば３ 月に は完 成させ て、
議会に ご報 告を する という よう な形 を今 、スケ ジュ ール とし てはお お
よそ考 えて いたん で す。
な ので 、で きれ ば 今日 、い ろい ろご 意見い た だ いた 中で 、具体 な文
言につ いて は最 終的 には私 と事 務局 のほ うにご 一任 いた だけ れば、 そ
れで取 りま とめ をし て、最 終的 には パブ リック コメ ント にか けさせ て
いただ けれ ばと いう ふうに は考 えて いる んです が、 いか がで しょう か。
ど うぞ 、吉村 先 生。
○吉村 委員

今の 市 長の提 案で 大変結 構 だと思 いま す。

今 、３ 点ば かり 指摘が あっ たと ころ の件で 、私 の意 見を 述べさ せて
もらお うと 思う んで すが、 一つ は教 育長 からの 、幼 稚園 、保 育所、 高
等学校 との 接続 に配 慮した 教育 、こ れは 私は非 常に いい アイ デアだ と
思って おり ます。
５ ペー ジに そう い うよ うな 文言 があ るんで すが 、６ ペー ジの「 関係
諸機関 等の 連携 の推 進」と いう とこ ろは 、「連 携」 のみ なん ですね 。
これは 文言 の整 理と いう、 一方 では 「接 続」で 、一 方で は「 連携」 で
すので 、「 連携 ・接 続」み たい な、 曖昧 ではな いで すが 、ち ょっと 微
妙に難 しい とこ ろが あるか と思 うん です ね、こ この 説明 は。 その辺 の
ところ をご 配慮い た だけれ ばな という の が、私 の考 えです 。
二 つ 目 は、 市長 から提 案が あり まし た、全 生園 の件 なん ですが 、こ
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れは言 って いい かわ からな いで すが 、教 科書採 択の とき でも 社会科 の
本で、 やは り東 村山 の全生 園が 取り 上げ ら れて いる とい うの は、我 々
貴重な もの だとい う ふうに 考え ている と ころで す。
で すか ら、 やは りこう いう 東村 山を 愛する ため に特 徴を 明記す るの
は、お っし ゃると お りいい ので はない だ ろうか と考 えてい ま す。
以 上で す。
○渡部 市長

ご 発言 は、 今 日一 通り あれ なんで 、小 関先 生か らご発 言を

まだい ただ いて い な いので 、お 願いで き ればと 思い ますが 。
○小関 委員

あり が とうご ざい ます。

今 の、 特に シチ ズンシ ップ 教育 、こ れから ます ます 大事 になっ てく
ると思 いま すし 、社 会の変 化に 対応 する 力とい うと ころ も入 ってく る
と思う んで すね。
子 供た ち一 人一 人の人 生の さま ざま な局面 を切 り開 いて いく力 とい
うこと でも 大事な の で、ぜ ひそ れは入 れ ていた だけ ればと 思 います 。
そ れか ら、 全生 園のこ とに 関し て、 本当に その とお りと 、うっ かり
してい たな という ふ うに思 いま した。 申 しわけ あり ません 。
以 上で す。
○渡部 市長

そ れで は、教 育施 策の 大綱 （案） につ いて 、 今 日 いた だき

ました ご意 見を 、も う一度 整理 をさ せて いただ きま すが 、ち ょっと 議
論をさ せて いた だき たいの は、 全生 園の ことと か、 キャ リア 教育の 関
係、そ れか ら、 史跡 の関係 につ いて は、 文言の レベ ルで 加筆 でとど ま
ると思 うん です が、 シチズ ンシ ップ 教育 とか、 ある いは 主権 者教育 、
その概 念、 どち らが いいの かと いう のも 、もう 一度 整理 しな きゃい け
ないん です が、入 れ るとす ると 、やっ ぱ り文言 だけ で済む の か 。
そ れと も表 の、 例えば 、取 り組 みの 欄ぐら いに 、例 えば 入れる とす
ると、 先ほ どの 小関 先生の ご提 案で は、 例えば 、２ の「 生き る力を は
ぐくむ学校教育を充実する」の「社会の変化に対応できる力を高め
る」で 、今 回「 キャ リア教 育の 充実 」、 「環境 教育 の充 実」 と「子 供
たちの 情報 活用 能力 の育成 」と いう とこ ろが入 って いま すが 、ここ に
一項起 こし て「 シ チ ズンシ ップ 教育 の充 実」と か入 れた ほう がいい の
か、あるいは「キャリア教育の充実」の中に溶かし込んで、文言で
「１８ 歳ま で引 き下 げられ るの で、 そう いった 主権 者と して の意識 を
高める 教育 を入 れる 」とい うよ うな こと を、キ ャリ ア教 育の 文言の 中
に入れ ちゃ うか。
１１

キ ャリ ア教 育と 概念が ちょ っと 違う んで、 入れ ると する と、一 項や
はり立 てた ほう がす っきり する かな とい う 気は する んで すが 、いか が
でしょ うか 。
教 育長 。
○森教 育長

今 、市 長がお 話し され たよ うに、 私も 当初 はキ ャリア 教育

の中に 溶け 込ま せる 感じか なと 思っ たん ですが 、や はり シチ ズンシ ッ
プ教育 を別 建て にし たほう がわ かり やす くてい いん じゃ ない かと感 じ
ている とこ ろです 。
そ の辺 は事 務局 のほう で検 討さ せて いただ いて 、や らせ ていた だけ
ればと 思い ます。
○渡部 市長

そう で すか。

そ れで 、 名 称は どちら が望 まし いで すか。 一般 的に は小 関先生 、教
育の現 場で はあ れで すか。 大学 なん かで はシチ ズン シッ プ教 育 とい う
感じで。
○小関 委員

い わゆ る、広 い市 民教 育で すよね 。そ うい う点 でシチ ズン

シップ 教育 とい うほ うが広 く使 われ てい て、主 権者 とし て と いう の は、
もちろ ん１ ８歳 とい うこと を頭 に置 いて います が、 どち らに 重点を 置
くかと いう ことに な るかと 思い ます。
た だ、 今後 主体 的に生 活し てい く市 民とし てと いう こと で考え れば 、
シチズ ンシ ップ のほ うがよ り広 いか なと いう気 がす るん です が、い か
がでし ょう か。吉 村 先生。
○渡部 市長

こ の間 、実は 私は 「マ ニフ ェスト 大賞 」と いう 賞の優 秀賞

という のを いた だい たんで すが 、そ の表 彰式に 行っ た際 に、 これは 首
長だけ では なく て、 議員さ んだ とか 一般 市民の 方で 活動 され ている 方
も賞の 対象 にな るん ですが 、 今 年 、 表彰 を受け た市 民団 体の 多くが 、
いわゆ るシ チズ ンシ ップ教 育な るも のを なさっ てい る団 体 が 非常に 多
く受賞 して 、特 に高 校生、 なか なか 小中 学生と いっ ても 難し いとこ ろ
がある んで すが 、高 校生に 政治 の仕 組み だとか 投票 とい うこ とがど れ
だけ重 要な のか とい うよう なこ とを 主に 教えた り、 ある いは 、通常 の、
先ほど 小関 先生 もお っしゃ った よう に、 会議の 仕方 とか 議論 の仕方 み
たいな こと を含め て 教育す る。
と りあ えず 、政 治的に は中 立性 を保 ちつつ 、政 治に つい てどう 学習
してい った らい いの か、そ うい うリ テラ シーを 教育 する よう な、そ う
いう機 関、 団体 が数 多く賞 をと って おら れた。 やは り、 今の 流れな ん
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だなと いう のは、 そ こで非 常に 感じた と ころな んで す。
そ うい う意 味で は、や はり 私も 先ほ ど提起 させ てい ただ いたん です
が、幅 広い とい う意 味合い でい えば 、一 般的な 言葉 では ない んです が、
主権者 教育 とい う言 い方よ りは 、シ チズ ンシッ プ教 育の ほう がいい か
なとい うよ うには 思 います 。
い かが でしょ う か。そ れぞ れ皆さ ん のお考 えを 。
○當摩 委員

市 長が おっし ゃっ た、 シチ ズンシ ップ とい う概 念です が、

実は私 事に なる んで すが、 ４０ を超 えて いる私 の上 の娘 とい うのが 、
小学校 ３年 生か ら６ 年生ま での ３年 半を アメリ カで の現 地校 での教 育
を受け まし た。
実 は、 いろ いろ な教 科 の評 価と いう のは、 当時 から アメ リカの 場合
は絶対 評価 だっ たわ けなの で、 それ ぞれ がエク セレ ント とか 、そう い
った形 であ らわ され ますが 、そ のい わゆ る教科 の到 達度 とと もに、 全
ての時 間、 内容 にわ たって 、同 じよ うに シチズ ンシ ップ とい う言葉 が
ついて くる んで す。 それは 、今 、市 長が おっし ゃっ てく ださ ったよ う
に、い かに 社会 的な 振る舞 いが でき るか という よう なこ との 中で、 両
方を一 緒に 見た 中で の一つ の評 価と いう ことの 中で 、と ても 合理的 な
考え方 だな と思っ て いた経 験が ござい ま す。
そ れと 、も う一 つ、今 の１ ８歳 から の選挙 権制 度と いう こ とで 、高
校生な どに 模擬 選挙 とかい った こと をい ろいろ して もら って いると い
うよう なニ ュー スも 多々見 ると 思い ます が、そ れと とも に、 たしか 小
学校５ 年生 ぐら いか なと思 いま すが 、ち ょうど 大統 領選 挙の 年で、 そ
のとき は対 立候 補は 忘れま した が、 レー ガンの ２期 目だ った んです ね。
そ れで 、学 校で 子供た ちに 、小 学生 なんで すが 、模 擬投 票して 、自
分がど ちら を支 持す るかと いう よう なこ とを問 う授 業が あっ たと、 帰
ってき た娘 から報 告 を受け たん ですが 。
だ んだ んに 、ど ちらの 、ど うい う形 でいい とか いう こと を言う ので
はなく て、 一つ の社 会の流 れと して 、シ チズン シッ プと いう 考え方 が
いろい ろな とこ ろで 広まっ てい くと いう ことは とて も大 切だ と思う の
で、私 はそ の言 葉を 使って も大 丈夫 な時 代にな った のか なと いうよ う
な感覚 を持 ってお り ます。
以 上で す。
○渡部 市長

実 際、 教育現 場で は今 回の 投票権 が１ ８歳 まで 引き下 がっ

たこと によ って 、何 か具体 な取 り組 みみ たいな のが 、市 内の 中学、 高
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校であ る と いう 情 報 は持っ てい らっし ゃ らない です か。
ど うぞ 。
○谷口 統括 指導 主事

失礼 しま す。 実際 に小中 学校 では 、現 在はや はり

教科書 に基 づい て、 参考に しな がら 、選 挙の学 習を され て い るとこ ろ
です。
で すの で、 教科 書その もの には 、ま だ１８ 歳か らの 選挙 権云々 とい
うこと は書 かれ てお りませ んの で、 授業 の中で 教員 のほ うか ら時事 問
題とい う形 で、 今こ れから 選挙 権が 、年 齢が下 がっ てく るよ という よ
うな学 習を してい る ところ です 。
そ れに 伴い まし て、本 市の 選挙 管理 委員会 から も、 それ こそ出 前授
業、あ るい は選 挙投 票箱等 の貸 し出 しと か、物 品の 貸し 出し とかと い
うよう な支 援をさ せ ていた だい ている と ころで す。
そ れか ら、 高校 におい ては 、東 京都 の都立 学校 です が、 選挙管 理委
員会の ほう から 、そ のよう な、 同じ よう な出前 授業 のよ うな 形をや っ
ておら れて 、実 際に 高校生 の場 合に は、 １８歳 に関 係し てく るお子 さ
んたち がた くさ んい るとい うこ とで 、切 に実感 のあ るよ うな 授業と い
うんで しょ うか 、現 場に近 いよ うな 形で のあり 方を 今、 模索 してい る
という よう な情報 を 聞いて おり ます。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

そ れで は、 おお よそ皆 さん のご 意見 で、幅 広い 言い 方で シチズ ンシ
ップ教 育と いう よう な文言 で、 取り 組み の項目 の中 に一 つ設 けたら ど
うかと いう 大勢 のよ うなの で、 一応 、 今 日 の時 点で はそ うい う方向 で
意見集 約さ せて いた だいて 、最 終的 にち ょ っと 事務 局と の調 整をさ せ
ていた だい て、 決定 をさせ てい ただ きた いと思 いま すが 、そ れでよ ろ
しいで しょ うか。
そ れと 、あ とは ４ペー ジの 、「 子供 たちの 人権 教育 の推 進」の 中に 、
全生園 につ いて触 れ るとい うこ と。
そ れと 、６ ペー ジの最 上段 の「 連携 を図る 」と ころ を、 「連携 ・接
続を図 る」 。
それから、７ページ「下宅部遺跡はっけんのもり」と並列して、
「正福 寺地 蔵堂」 と 文言を 入れ ると。
以 上の 集約で よ ろしい でし ょうか 。
そ れで は、 そう いう、 本日 は総 合教 育会議 での 決定 とさ せてい ただ
いて、 今、 集約 され た結果 を踏 ま え て文 言修正 と、 一部 体系 を修正 さ
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せてい ただ いた 上で 、来年 、年 明け に、 事前に 委員 各位 には 書類で お
渡しを させ ていた だ きたい と思 います 。
そ の後 、先 ほど 申し上 げた よう に、 東村山 市み んな で進 めるま ちづ
くり基 本条 例第 ９条 に情報 共有 、そ れか ら同第 １２ 条第 ２項 に市民 参
加につ いて 定め られ ており まし て、 これ を満た す手 法の 一つ として 、
パブリ ック コメン ト が現在 、市 では活 用 されて おり ます。
今 回の この 教育 大綱（ 案） につ いて も、全 ての 市民 が生 涯を通 して
主体的 に学 べる まち づくり の実 現を 目指 すため に、 目標 や施 策の根 本
となる 方針 に つい て 定める もの でござ い ます。
ま た、 市の 教育 に必要 なさ まざ まな 施策を 展開 する 上で の指針 とな
ります こと から 、パ ブリッ クコ メン トを 実施し 、ま とめ られ た内容 を
広く市 民の 皆様 にお 知らせ する とと もに 、市民 の皆 さん のご 意見を い
ただい て、 より よい 大綱に して まい りた いと考 えて おり ます が、よ ろ
しゅう ござ います で しょう か。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

あり が とうご ざい ます。

そ れで は、 パブ リック コメ ント を実 施する とい う意 見集 約をさ せて
いただ きま した ので 、パブ リッ クコ メン トにつ いて 、若 干事 務局の ほ
うから 、日 程的 な 流 れを説 明を した いと いうこ とな ので 、ご 説明さ せ
ていた だき ます。
○安保 企画 政策課 長

それ では 、座っ た ままで 失礼 いたし ま す。

パ ブリ ック コメ ントの 話が ござ いま したの で、 簡単 に説 明をさ せて
いただ きま す。
本日、いただきました内容を踏まえまして、「教育施策の大綱
（案） の策 定に 伴う パブリ ック コメ ント の実施 につ いて 」と いうも の
をごら んい ただけ れ ばと思 いま す。
本 日、 修正 箇所 並びに 新た につ け加 える箇 所と いう こと で、委 員の
皆様か らい ただ きま したの で、 それ を修 正させ てい ただ きま して、 こ
ちらの 予定 とい たし まして は、 １２ 月１ ５日か ら来 年１ 月９ 日まで の
期間で パブ リッ クコ メント を実 施さ せて いただ きた いと 考え ており ま
す。
こ ちら の募 集方 法につ きま して は、 ホーム ペー ジ、 それ から、 各公
共施設 、公 民館 、図 書館、 その 他公 共施 設のほ うで 募集 をさ せてい た
だきま して 、こ ちら でいた だい た意 見に つきま して は、 まと めさせ て
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いただ き、 次回 の総 合教育 会議 でお 諮り させて いた だき 、必 要に応 じ
て 反 映 をし てい くと いうよ うな 、そ のよ うな流 れで 行き たい と思っ て
いると ころ でござ い ます。
な お、 こち らの 内容に つき まし ては 、別途 、た だい ま、 １２月 議会
の最中 でご ざい ます ので、 市議 会議 員の 皆様に もお 知ら せを させて い
ただき 、周 知を 図り 、その 上で 進め させ ていた だき たい と考 えてお る
ところ でご ざいま す 。
事 務局 からは 以 上です 。
○渡部 市長

す みま せん、 私は うっ かり して、 年内 から パブ リック コメ

ントを した いと いう ことの よう で、 修正 があり ます が、 間に 合う、 大
丈夫で すか 。
間 に合 わせる そ うです 。
じ ゃあ 、早 急に 今日 の 議論 を踏 まえ て、文 案を どう いう ふうに 修正
するか つく って 、委 員の皆 さん にご 配付 をして 、一 定の 了解 をいた だ
いた上 で、 パブ リッ クコメ ント をし てい ただく よう にお 願い したい と
思いま す。
パ ブリ ック コメ ントに つい ては 、皆 さんの ほう から ご意 見、よ ろし
いでし ょう か。 私も うっか り勘 違い をし ており まし た。 年明 けだと 思
いまし たら 、年 内で 、１２ 月１ ５日 から だから 、も う印 刷し 始めて い
る。す みま せん。
は い。 どうぞ 。
○青木 教育 部次 長

先ほど の全 生園 のと ころに つき まし ては 、先ほ ど市

長にお っし ゃっ てい ただい たよ うに 、 文 頭に「 全生 園を 有す る本市 と
して」 とい う文言 を 入れた 形で 文章化 し ていこ うと 思いま す 。
そ れか ら、 先ほ どのシ チズ ンシ ップ 教育の とこ ろで は、 キャリ ア教
育、シ チズ ンシ ップ 教育と いう のも すご く大事 であ るか とは 思うん で
すが、 学校 の中 では シチズ ンシ ップ 教育 という 言葉 その もの はまだ ま
だなじ んで いな い と いう よ うな こと もあ るので 、検 討は して いきた い
のです が、 キャ リア 教育の 充実 の中 に「 主権者 とし ての 」 と いう 形 で
文章を 盛り 込んで は いかが でし ょうか 。
○渡部 市長

次 長さ ん、さ っき ここ の場 で決定 しち ゃっ てる んで、 それ

はもう 入れ てもら わ ないと 、項 目とし て 。
○青木 教育 部次長
○渡部 市長

シチズ ンシ ップ教 育 の項目 とし て文章 化 します 。

は い。 概念が 違う んで 、最 初は私 が「 キャ リア 教育の 文言
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の中に 溶け 込ま せる 考えも あり ます けど 、どう しま しょ うか 」とい う
ときに 、「 やは り概 念がち ょっ と違 うん で、一 項設 けな いと まずい で
しょう 」と いう 意見 集約で すか ら、 それ は事務 方と して はい ろいろ 大
変かも しれ ない けど 、項目 は起 こし ても らわな いと 。も う決 定しち ゃ
ってま すの で。
○青木教育部次長

「キャリア教育」と、「シチズンシップ教育の推

進」と いう 形で進 め ていく とい うこと で 項目を 加え ます。
あ と、 もう １点 の確認 とし ては 、７ ページ （３ ） に 「 正 福寺 」 を盛
り込ん で文 章をつ く ります 。
○渡部 市長

あと 、 ６ペー ジの ところ に 行って 。

○青木 教育 部次長
○渡部 市長

「接続 」を 「連携 ・ 接続」 に訂 正しま す 。

吉村 先 生から 提起 があっ た 点。

○青木 教育 部次 長

それら の４ 点を 修正 して 作 成す ると いう 確認で よろ

しいで しょ うか。
○渡部 市長

はい 。

と いう ことで よ ろしい です よね。 は い。
以 上で 、「 教育 施策の 大綱 につ いて 」は議 論を 終結 させ ていた だき
たいと 思い ます。
引 き続 きま して 、「教 育の 諸課 題に ついて 」を 議題 とい たしま す。
前回は 「幼 児相 談室 と教育 相談 室の 一元 化」、 「２ 学期 制」 につい て
ご論議 をい ただき ま した。
第 １回 の総 合教 育会議 の中 で、 「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
な話を 」と いうよ う な趣旨 のご 発言が あ りまし た。
ま た、 その 会議 の中で 、小 関委 員か ら「子 供た ち自 身が 安全で でき
るよう な防 災教 育を 」とい う発 言も ござ いまし たの で、 今回 は防災 安
全教育 につ いてご 意 見をい ただ ければ と 思いま す。
そ れで は、 市長 部局、 教育 委員 会か ら、現 状と し て それ ぞれの よう
な防災 安全 教育が 行 われて いる か説明 し ていた だけ ますで し ょうか 。
ま ず、 市長 部局 の立場 から 、現 状に ついて 嶋田 防災 安全 課長か ら説
明をお 願い いたし ま す。
○嶋田 防災 安全 課長

防災 安全 課の 嶋田 と申し ます 。よ ろし くお願 いい

たしま す。 説明の ほ うは座 って させて い ただき ます 。
皆 様に 本日 お配 りさせ てい ただ いて います 、Ａ ４、 ２枚 の「防 災安
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全課に おけ る防 災教 育の取 り組 みに つい て」と いう 資料 に沿 いまし て、
ご説明 のほ うをさ せ ていた だけ ればと 思 います 。
今 、防 災安 全課 のほう では 、学 校さ んのほ うか らご 依頼 を いた だい
た際に 、各 学校 さん のほう に伺 わせ てい ただい て、 お子 さん たち、 児
童・生 徒に 対して 防 災授業 のほ うを行 わ せてい ただ いてお り ます。
防 災授 業と はい いまし ても 、私 たち は教育 の専 門家 では ござい ませ
んので 、 ふ だん 、地 域の皆 さん にお 話を させて いた だい てい る防災 講
話、防 災講 演会 の内 容を、 ちょ っと お子 さん向 けに アレ ンジ させて い
ただい たも のをお 話 しさせ てい ただい て いると いう のが現 状 です。
こ ちら は、 地域 防災計 画の 中に も、 東海地 震の 事前 対策 として 、災
害予防 対策 の中 に教 育とい う部 分が ござ いまし て、 知識 の習 得と理 解、
あと、 災害 時、 発災 時に的 確な 行動 がと れるよ うに 事前 から 市民の 皆
さんで すと か、 お子 さんた ちに もし っか り教育 をし てお くと いうよ う
なこと は、 防災 教育 の中に も計 画的 に位 置づけ られ てお りま すので 、
そうい った 観点 から お話を させ てい ただ いてい ると ころ でご ざいま す。
で は、 まず、 資 料に沿 って お話を さ せてい ただ ければ と 思いま す。
１ 番目 は、 八坂 小学校 につ いて です 。こち らは 、平 成２ ４年度 から
３年間 にわ たって お 話をさ せて いただ き ました 。
こ れは 小学 校４ 年生に 対し ての お話 、授業 とい いま すか 、させ てい
ただい たん です が、 教材 で 「私 たち の東 村山」 とい う補 助教 材があ り
まして 、そ の中 に「 東村山 の災 害に 対す る備え 」と いう とこ ろがあ り
まして 、そ の部 分に 対して 説明 をい ただ きたい とい うこ とで ご依頼 い
ただき まし た。
実 際に ４年 生に 対して 、４ 年生 を 二 つ の班 に分 けて 、３ 時限目 と４
時限目 とい うこ とで 、 二つ の班 に分 けて 説明を させ てい ただ きまし た。
一 つの 班は 、実 際に防 災倉 庫を 、写 真にあ ると おり 見学 してい ただ
いて、 お子 さん たち に防災 倉庫 の中 から 備蓄品 なん かを 搬出 しても ら
って、 もう ちょ っと 見やす い、 広い とこ ろに出 して いた だい た上で 、
どうい った もの が備 蓄され てい ます よと いうよ うな こと を確 認いた だ
いたり 、発 電機 を取 り出し て、 投光 器 と 接続し て、 実際 に発 電機を 動
かして もら うと いう ような 体験 なん かも 、こち らの ほう では してい た
だきま した 。
た だ、 やは り小 学校４ 年生 とい うこ ともあ って 、な かな か発電 機、
ガソリ ンで 動く 、モ ーター 、エ ンジ ン式 のもの なん です が、 なかな か
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ちょっ と発 電機 がつ かない んで 、ち ょっ と時間 がか かっ てし まった り
だとか とい うとこ ろ があり まし た。
も う一 つの 班は 、教室 の中 で、 こち ら、パ ワー ポイ ント を使っ て、
東村山 の災 害に 対す る備え とい うこ とで 、例 え ば、 大き な地 震が起 き
たとき には 、市 役所 には災 害対 策本 部と いう、 地震 に対 する 部署が 、
「ふだ ん は 違う 仕事 をやっ てい る人 たち が、地 震に 対応 する ための 組
織に組 み か わっ て、 ふだん とは 違う 仕事 をする んで すよ 」と いうよ う
な説明 をさ せてい た だきま した 。
例 えば 、「 ふだ ん は住 民票 を出 して いる市 民課 とい うと ころは 、災
害時に は物 資の 、食 べ物だ とか 飲み 物の 運搬を する よう な仕 事をす る
ように なり ます」 と いうよ うな お話を さ せてい ただ いたり 。
あ とは 、「 皆さ んの通 って いる 学校 の中に も、 防災 のた めの備 えが
ありま す」 とい うこ とで、 毎 日 、夕 方に 聞いて いた だい てい るミュ ー
ジック チャ イム とい うもの が、 実は 防災 行政無 線と いう 、大 きな地 震
があっ たと きに は、 「今、 震度 ５の 大き な地震 があ りま した 」とい う
ような 、防 災情 報を お知ら せす るよ うな ものな んで すよ とい うよう な
ことを お話 しさ せて いただ いて 、 ふ だん 、皆さ んが 気づ いて いない 中
にも、 災害 に対 する 備えと いう もの があ るんだ とい うこ とを ご理解 い
ただけ るよ うにお 話 をさせ てい ただき ま した。
こ れは 、次 の富 士見小 学校 での 授業 にもつ なが って くる んです が、
富士見 小学 校は 、防 災マッ プ、 避難 マッ プをつ くる 際の 事前 授業 と し
て、防 災の 話をし て くださ いと いうお 話 をいた だき ました 。
こ れは 、八 坂小 学校に つき まし ても 、防災 マッ プを つく るので 、そ
れの事 前授 業と いう ことで 、平 成２ ６年 度に依 頼を いた だき ました の
で、こ の際 には 、「 ふだん 皆さ んが 街中 を歩い てい ると きに も、地 域
配備消 火器 とい う、 市役所 が設 置し てい る消火 器が 街の 中に あると 思
います が、 気づい て います か」 とか。
あ とは 、マ ンホ ールな んだ けど 、黄 色い色 が塗 って ある ものは 、た
だのマ ンホ ール じゃ なくて 、消 火栓 とい う、 ふ だん 、皆 さん が飲み 水
として 飲ん でい るよ うな水 道水 、水 道管 に直 結 して 、い ざと いうと き
には火 事の 火を 消す ために 使う 水に もな るんで すよ とい うよ うなこ と
で 、ふ だん はお 子さ んたち が見 落と しが ちが街 中に も、 そう いった 防
災に対 する 備え が、 いろい ろな とこ ろに あるん です よと いう ような 、
ちょっ と視 点を 移し ていた だけ るよ うな ところ に注 意を 向け られる よ
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うなお 話を させて い ただき まし た。
ま た、 防災 マッ プ、避 難マ ップ づく りとい うこ とで すの で、富 士見
小学校 の欄 に写 真で 示させ てい ただ いて いると おり 、 ふ だん は何と も
ない家 のブ ロッ ク塀 なんか も、 いざ とい うとき には 倒れ てく る心配 が
ありま すの で、 そう い った とこ ろに もち ょっと 目を 向け る、 注意を し
てみて くだ さい です とか、 大き な家 も、 大きな 地震 が発 生す ると、 頑
丈に見 えて 実際 には 崩れて しま うこ とが ありま すか ら注 意し てくだ さ
いとい うよ うな とこ ろで、 ふだ ん と は違 う目線 で街 中を ちょ っと見 て
いただ ける ように ご 案内を させ ていた だ きまし た。
ま た、 ちょ っと 話は戻 りま すが 、市 の備え とし ては ほか に、協 定、
いろい ろな 組織 と市 は協定 を結 ばせ てい ただい てい ます が、 協定と い
うのは いざ とい うと きに対 する 約束 で、 例えば 、イ トー ヨー カドー で
あると か、 西友 であ るとか 、そ うい った ところ とも 協 定 を結 ばせて も
らって いて 、い ざと いうと きに は、 優先 的に市 が食 べ物 だと か日用 品
なんか をそ うい った ところ から 購入 でき るよう な約 束な んか もして い
ますよ とい うこ とで 、こち らも 、お 子さ んたち が ふ だん 目に してい る
スーパ ー、 ショ ッピ ングセ ンタ ーな んか とも約 束を して いて 、いざ と
いうと きに は協 力体 制をと れる よう にし ている とい うよ うな 話をさ せ
ていた だき ました 。
ま た、 お子 さん たちが 学校 にい る間 に起き た地 震で あれ ばいい んで
すが、 どこ かに 出か けてい ると きだ とか 、まだ 子供 たち は学 校にい る
けれど もご 両親 がお 仕事で 出か けて いる ときに 大き な地 震が 発生し て
しまう と、 ふだ ん で あれば 携帯 電話 で連 絡がと れる けれ ども 、連絡 が
とれな くな るの で、 いざと いう とき には 、自分 たち がど こに 避難し て
いるか 、家 族で いざ という とき に集 まれ る場所 を ふ だん から 決めて お
いてく ださ いと いう ような こと を、 意識 しても らう よう なお 話をさ せ
ていた だき ました 。
２ 枚目 の中学 校 のほう に移 らせて い ただき ます 。
中 学校 は、 第二 中学校 と第 六中 学校 で防災 授業 をさ せて いただ きま
した。
第 二中 学校 は、 平成２ ６年 に学 校さ んで引 き渡 し訓 練を やると いう
ことな ので 、そ の際 に全校 生徒 を対 象に ご 説明 、お 話を させ ていた だ
きまし た。
第 六中 学校 に関 しては 、「 地域 に学 ぶ会」 とい うの を、 毎年第 六中
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学校で は、 地域 にお 住まい の皆 さん です とか団 体に 、 ふ だん なかな か
聞けな い話 を聞 かせ てもら うと いう こと で授業 を行 って いる という こ
とで、 防災 安全 課も そちら に呼 んで いた だいて 、防 災に 関す る話を さ
せてい ただ きまし た 。
こ こも やは り、 ふだん 自治 会の 皆さ んにさ せて いた だい ている よう
な防災 の話 をお 話し させて もら った んで すが、 ここ もち ょっ と中学 生
向けと いう こと で、 ちょっ と視 点を 変え て、学 校と いう のは 災害時 に
は避難 所に なりま す 」と。
も し、 避難 所に なれば 、い ろい ろな 皆さん が学 校に 避難 してく るの
で、そ のと きに 中学 生であ る皆 さん には 何がで きる のか 。た だ、皆 さ
んと避 難し てき た方 と一緒 にお 客さ んに なるの では なく て、 ふだん 自
分たち がい る学 校に いろい ろな 方が 避難 してく るわ けで すか ら、そ こ
で中学 生は いろ いろ なお手 伝い がで きる はずな ので 、そ うい ったこ と
が、何 がで きる かと いうこ とを 、 ふ だん から考 えて くだ さい という よ
うなお 話を させて い ただき まし た。
第 六中 学校 の場 合は毎 年や らせ てい ただい てい るの で、 避難所 体験
という こと で、 防災 備蓄倉 庫の 中 身 を出 して、 実際 に発 電機 を動か し
ていた だい たり だと か、右 下の 写真 は、 これは 避難 所用 のパ ーテー シ
ョンな んで すが 、大 体１家 族大 人２ 人で これぐ らい のス ペー スです よ
という よう なとこ ろ を実際 に体 験して い ただい たり だとか 。
あ とは 、備 蓄食 糧です ね。 アル ファ 米だと かク ラッ カー の試食 なん
かをし ても らっ て、 市役所 が備 蓄し てい るのは こう いっ たも のなの で、
ただ、 数的 にも 全然 足りて ない ので 、各 ご家庭 で備 蓄を して くださ い
と、こ うい った こと をお父 さん 、お 母さ んと話 し合 って くだ さいと い
うよう なこ とを 、中 学生向 けに お話 をさ せてい ただ い た とこ ろであ り
ます。
冒 頭で もお 話し させて いた だき まし たとお り、 地域 防災 計画に 、市
民の皆 さん のそ うい った発 災時 に慌 てて 何もす るこ とが でき ないと い
うこと がな いよ うに 、事前 にい ろい ろな 周知、 啓発 をさ せて いただ く
という とこ ろが 決め られて おり ます ので 、今後 とも 教育 委員 会、学 校
さんの ほう と連 携を とらせ てい ただ いて 、市長 部局 、防 災安 全課と い
たしま して も、 こう いった 防災 に関 する お話、 啓発 のほ うを 進めさ せ
ていた だけ ればと 思 ってお りま す。
甚 だ駆 け足 で恐 縮なの です が、 私か らの説 明は 以上 とさ せてい ただ
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きます 。
○渡部 市 長

あり が とうご ざい ます。

後 ほど 、ご 質問 等はま とめ てお 伺い させて いた だき ます ので、 谷口
統括指 導主 事の ほう から、 学校 現場 での 防災教 育に つい ての ご説明 を
あ わ せ てお 願いし た いと思 いま す。
○谷口 統括 指導主 事

よろ しく お願い し ます。

「 学校 にお ける 安全教 育」 とい う資 料をご らん くだ さい 。少し 大き
なとこ ろの 話に なっ てしま いま すが 、幼 稚園や 高等 学校 を含 めた小 中
学校の 教員 は、 毎年 １人に １冊 、こ の「 安全教 育プ ログ ラム 」とい う、
こちら に持 って まい りまし たが 、こ の資 料、本 にな って おり ますが 、
これが 毎年 １人 １冊 の配付 を、 東京 都教 育委員 会か らさ れて おりま す。
こ の安 全教 育プ ログラ ムの 中に は、 さまざ まな 安全 教育 の計画 、あ
るいは これ は必 ずし なくて はい けな いと いった もの が書 かれ てあり ま
す。
安 全教 育は 、そ もそも 学校 教育 の中 では、 三つ の柱 にな ってお りま
して、 一番 に書 かせ ていた だき まし た「 生活安 全」 、こ れは 不審者 対
応訓練 など のもの で す。
そ れか ら、 「交 通安全 」、 そし て、 「災害 安全 」、 いわ ゆる防 災教
育とい うの は、 「災 害安全 」と いう 領域 に入る こと にな りま す。さ ま
ざまな 機会 を通 して 、子供 たち への こう いった 教育 を行 って いると こ
ろ でご ざい ます。
一番下の欄をごらんください。３番といたしまして、「地域・家
庭・関 係機 関と 連携 した安 全教 育の 方針 の取り 組み 例」 。先 ほど、 防
災安全 課か らも ご案 内があ りま した が、 こちら の表 のよ うな ものも 主
に行っ てご ざいま す 。
年 度に よっ て若 干内容 が異 なっ てま いりま すが 、特 に災 害安全 に関
しては 、民 間の 医療 であっ たり 、あ るい は公官 庁で あっ たり といっ た
ところ とも 、連携 を しなが ら進 めてい る ところ でご ざいま す 。
１ 点だ け訂 正を させて いた だけ れば と思い ます 。小 学校 の上か ら 三
つ目。 「炊 き出 し防 災学習 」と いう のが ありま すが 、こ こは 社会福 祉
協議会 です 。申し わ けあり ませ ん。お わ びして 訂正 いたし ま す。
以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

防 災安 全課 にお ける防 災教 育の 取り 組みと 、教 育委 員会 におけ る学
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校にお ける 安全 教育 につい ての ご説 明が ござい まし たが 、皆 様のほ う
から何 かご 質問、 ご 意見あ りま すでし ょ うか。
○ 森 教 育長

す みま せん、 発言 ばか りし て時間 がな くな ると いけな いと

思い、 私が 先に 手を 挙げさ せて いた だき ました 。 防 災安 全課 の皆さ ん
には、 小中 学校 にい ろいろ と出 前授 業で 行って いた だき まし て感謝 を
申し上 げま す。
そ れで 、今 、学 校教育 にお ける 災害 安全の 指導 とい うこ とで、 ちょ
っと抜 けて いる んじ ゃない かと いう こと が一つ あっ たの です が、毎 年
中学校 ３年 生を 対象 に全校 で、 災害 支援 ボラン ティ アの 方と 消防署 で、
心肺蘇 生な どの 救命 救急講 習を やっ てい るはず なん です 。そ れが抜 け
ている かな と。 今で もやっ てい るん で、 ちょっ とご 確認 いた だきた い
と思い ます 。
そ れで 、あ とは 、以前 、課 題に なっ たんで すが 、も し災 害が発 生し
た場合 に、 市内 は子 供たち と高 齢者 が非 常に多 い状 況で 、体 が動く 若
手の人 は働 きに 都心 に行っ てい る場 合が 多い。 その 中で 中学 生 が果 た
す役割 とい うの は非 常に大 きい とい うこ とで、 自助 共助 とい うこと を
考えた 場合 に、 中学 生が何 がで きる のか という 意味 では 、先 ほど防 災
安全課 の方 がお 話し してく ださ った 中で 、十分 意識 とし ては 高めら れ
るのか と 思 うんで す が 。
学 校と して は、 まず子 供の 安全 が第 一とい うこ とに はな るわけ です
が 、 自 宅に いて そう いう状 況が 発生 した 場合に 、そ れぞ れが できる こ
と な ど 、今 後も ぜひ 指導を して いっ てい ただき たい なと いう ふうに 思
います し、 教育 委員 会のほ うも そう いう 場を設 定す るよ うに 、今後 も
強く指 導し ていく 必 要があ るん じゃな い かなと 感じ ました 。
○渡部 市長

どう ぞ 。

○谷口 統括 指導 主事

申し わけ あり ませ ん、教 育長 がお っし ゃるよ うに 、

抜けて おり まし た。 中学校 ３年 生を 対象 に、こ の２ 月か ら３ 月ぐら い
の、高 校受 験が 終わ った後 に、 中学 校３ 年生、 全生 徒を 対象 に救急 救
命講習 を消 防署 のご 協力で やら せて いた だいて いる とこ ろで ござい ま
す。
申 しわ けあり ま せんで した 。
○渡部 市長
○町田 委員 長

ほか に 何かご 質問 、ご意 見 ござい ます か。
いろ いろな 取り 組み をさ れてい て本 当に いい なと思 いま

すし、 また 子供 たち もいろ いろ な知 識を 得てい るの かな と思 います が、
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これか らこ の先 、や はり一 番大 切な のは 、知識 だけ では なく て、こ の
防災意 識を 持って も らって 積極 的に 。
ま だ今 、中 学生 ぐらい なら いろ いろ できる だろ う と いう 話もあ りま
したが 、確 かに その とおり です が、 中学 卒業し て今 後大 人に なって い
く、成 年に なって か らもそ の意 識を忘 れ ずにい てい ただい て 。
昨 日、 地域 の防 災訓練 等も あっ て、 市長と さっ きも ちょ うど話 をし
たんで すが 、そ うい うとこ ろに 出て きて くれる のは 、老 人と いうと あ
れだけ ど、 年配 の方 と、あ と消 防車 が来 るから って 、お もし ろいか ら
って幼 児が 来るぐ ら いで 。
本 当に 一番 活躍 すべき 大 人 、こ れは なかな か忙 しい のか もしれ ない
けど、 昨日 は日 曜日 という こと もあ って 、家に いる 方も 多い のでは な
いのか なと 思い ます が、そ うい うと きに 参加で きる よう な大 人にな る
ような 教育 、難し い ですけ どね 。そん な ような とこ ろで 。
○渡部 市長

まさ に シチズ ンシ ップ教 育 ですよ 。

○町田 委員 長

その とおり です 。そ うい うのも 必要 なの かな と思い まし

た。あ りが とうご ざ いまし た。
以 上で す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

ほ かに ご意見 、 ご質問 あり ません か 。よろ しい でしょ う か。
す みま せん 、私 のほう から 質問 で、 防災所 管 の ほう がか かわる 、こ
ういっ た授 業と いう のは、 これ は学 校か らのオ ーダ ーに 応じ てやる と
いうこ とな んです か 、基本 的に は。
○嶋田 防災 安全 課長

市長 のお っし ゃる とおり 、学 校さ んの ほうか らお

声がけ いた だい た際 に、お 伺い させ てい ただい て、 お話 をさ せてい た
だいて いる ところ で ござい ます 。
○渡部 市長

そ うし ますと 、年 度に よっ てやる 学校 もあ れば やらな い学

校もあ るみ たい な、 結構、 学校 長な のか 、ある いは クラ ス担 任の先 生
なのか ちょ っと わか らない けれ ども 、そ の辺に よっ てや った りやら な
かった り と いう バラ つきは どう して も出 てしま うと いう こと で、防 災
のほう から 仕掛 けて やると いう こと は特 段、今 の段 階は ない という こ
とです か。
○嶋田 防災 安全 課長

そう です ね。 第六 中学校 のよ うに 、も う５年 ぐら

い前か らや って いた だいて いる とこ ろも あれば 、八 坂小 学校 さんの 場
合は、 私た ちの 東村 山の内 容に つい て話 をして いた だき たい という の
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が最初 で、 それ 以外 の学校 さん は、 今、 防災安 全課 では 、各 小中学 校
に避難 所運 営連 絡会 という 、地 域の 皆さ んに避 難所 の運 営を お願い し
たいと いう よう なこ とで、 会を 設け させ ていた だい てい ると ころな ん
ですが 、「 その 会を 設置し ます よ」 とい うこと を、 校長 会 の 中でお 話
をさせ てい ただ いて 、ご承 認い ただ いた 際に、 「こ うい う防 災授業 な
んかも 、私 たち を呼 んでい ただ けれ ばや ること は可 能で すの で、機 会
があれ ばお 声が けく ださい 」と いう よう なこと をお 話し させ ていた だ
いた経 過は ありま す 。
で すか ら、 第二 中学校 さん です とか 、富士 見小 学校 さん なんか はそ
のタイ ミン グでお 声 がけが いた だけた の かなと 思っ ており ま す。
ま た、 この 資料 の中に はな いん です が、今 、東 村山 西高 校、都 立高
校なん です が、 こち らの防 災教 育推 進委 員とし て、 歴代 の防 災課長 、
市の防 災課 長が 委員 を任命 いた だい てい るとい う の があ りま すので 、
そちら のほ うで も防 災の授 業と いう か、 お話な んか はさ せて いただ い
ている とい うとこ ろ はあり ます 。
以 上で す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

そ れじ ゃあ 、防 災のほ うは 、各 学校 という か、 教育 委員 会を通 じて
「こう いう オー ダー があれ ばや りま すよ 」とい うこ とは 、お 話しい た
だいて いる とい うこ となの で、 ぜひ また 教育委 員会 の指 導室 のほう か
らも、 でき るだ け多 くの学 校で やっ てい ただい たほ うが いい のかな と。
た だ、 防災 安全 課のほ うも 人手 がそ んなに いる わけ じゃ ないの であ
れです が。 できる だ け。
有 名な 話で 、釜 石市は 、あ そこ は津 波に関 して 子供 の教 育が徹 底し
て、「 津波 てん でん こ」と いう こと だっ たので 、学 童の 被害 が、あ れ
だけの 被災 をし た割 には非 常に 犠牲 者が 少なか った とい う事 例があ る
ので、 当市 の場 合は 津波と いう こと はな いとは 思い ます が、 地震の 際
等で、 学校 にい るう ちにあ った 場合 とい うのは 、先 生が 避難 誘導す る
ことが でき ます が、 むしろ 家庭 にお ら れ たりす ると きに どう したら い
いのか とい うよ うな ことも 含め て、 本来 もう少 し教 育で きる と 。 ど ん
なにち っち ゃい 子で も、自 分の 身は 自分 で守る とい うこ とを やっぱ り、
子供の うち から 身 に つけさ せる こと が非 常に大 事か なと いう ふうに 思
います 。
ど うぞ 、先生 。
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○吉村 委員

今 、メ モして いた んで すが 、シチ ズン シッ プ教 育をや りま

すよね 。そ のと きに 、防災 教育 のと きに 、消防 関係 の方 がま ず最初 に
出られ ます ので 、こ の東村 山市 は「 スポ ーツ都 市宣 言」 をや って、 体
育協会 の方 々が非 常 にボラ ンテ ィアで 熱 心です 。
今 、市 長か ら釜 石の話 があ りま した が、こ のと きの ラグ ビーの グル
ープと いう のは大 変 な貢献 にな った。 こ れも一 つの 参考に な る。
そ うす ると 、消 防の方 々が 中心 だけ ど、体 協と いう いい 団体を 我々
は持っ てい るの で、 そうい う方 々も 安全 教育を きち んと 学ん でいた だ
いて、 スポ ーツ には どこま でが 安全 で、 どこか らか 危険 かと いうの を
確実に 教え なき ゃな らない わけ です から 、そう いう 方々 をあ る面で は
準指導 者、 安全 教育 におけ る準 指導 者、 消防の すぐ 横に 、下 につけ る
ような 体制 をと ると いうの も、 冒頭 に言 いまし たよ うに シチ ズンシ ッ
プ教育 の非 常に重 要 なとこ ろで はない か という ふう に見て い ます。
連 携・ 接続 です か。そ うい うこ とが 教育の 中で 言わ れて います が、
市内に おけ るそ うい う団体 での 連携 ・接 続なん かも 、こ れか ら考え て
いくこ とが 重要 かな と思い ます ので 、ご 検討い ただ けれ ばと 思って い
ます。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

今 のご 指摘 、何 か、防 災所 管の ほう で何か あり まし たか 。体協 さん
にも協 力を いただ い たらど うか と、こ う いうご 指摘 だと思 い ますが 。
○嶋田 防災 安全 課長

そう です ね。 その 辺はま だ具 体的 な取 り組み はま

だ何も 行わ れて ない という のが 現状 なん ですが 、今 後、 いろ いろな 機
会 を捉 えさ せて いた だいて 、私 たち のほ うから もお 話を 伺わ せてい た
だいて 、ど うい った ところ から まず はで きるの かと いう よう なとこ ろ
を考え させ てい ただ いて、 可能 であ れば ご協力 をお 願い する と いう と
ころで 、考 えさせ て いただ けれ ばと思 い ます。
○渡部 市長

確 かに 、体協 とか の中 でも 、少年 野球 の軟 式野 球連盟 さん

なんか は、 毎年 夏休 み前に は、 救命 救急 講習を 必ず 各チ ーム の皆さ ん
を集め てや って らっ しゃっ て、 万が 一、 夏の練 習中 とか 、合 宿に行 か
れるチ ーム の結構 あ るんで すよ ね。
そ うい うと きに 、もし そう した 局面 に遭遇 した 場合 に、 保護者 の皆
さんや 野球 の指 導者 の皆さ んで 心肺 蘇生 をする とい う、 そう いうこ と
をよく 学ん でい らっ しゃる とい いま すの で、そ の少 し延 長と して、 い
ろんな 市内 の団 体の 皆さん に、 防災 につ いても ご協 力を い た だくと い
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うこと は、 いい ご提 案かな と思 いま すの で、ま たそ れは 市長 部局と し
ても考 えて いきた い なと思 って おりま す 。
あ りが とうご ざ いまし た。
ほ かに よろし い でしょ うか 。
安 全教 育に つい ては、 小関 先生 から のご指 摘だ った んで すが、 今日
ご説明 をさ せてい た だきま した が、い か がだっ たで しょう か 。
○小関 委員

はい 。 ありが とう ござい ま した。

東 日本 大震 災か らも４ 年９ カ月 ぐら いです よね 。ど うし ても、 危機
意識が 当初 のよ うに は強く ない とい うふ うに私 自身 は感 じて いるん で
すが、 先ほ ど伺 って 、特に 防災 安全 課に お願い とい いま すか 、まず 学
校のほ うを 見て いた だくと 、谷 口統 括か らお話 があ った 三つ の学校 に
おける 安全 教育 の災 害教育 の一 番下 に「 災害へ の備 えと 安全 な生活 」
とあり ます 。
学 校で はさ まざ まな状 況を 想定 して 、いろ いろ な避 難行 動を行 って
いるわ けで すね 。そ れを踏 まえ てま た防 災安全 課も して いた だいて い
るんだ と思 いま すが 、これ から 先、 特に 二次災 害を 防ぐ ため の安全 ・
安心な 環境 づく りと いうの が特 に重 要に なって くる んじ ゃな いかと 思
います 。
災 害へ の備 えと いうよ りは 、災 害が 起きた とき に上 から 落ちて くる
とか、 バラ バラ 落ち るとか って 、い ろ い ろある と思 うん です ね。そ う
した日 常的 に安 全・ 安心な 環境 をど うつ くって いく のか とい うこと が
やっぱ りセ ットに な ってい くべ きだと 思 います 。
そ れが 、先 ほど 町田委 員長 がお っし ゃった 、地 域住 民が どのよ うに
かかわ るか とい うこ となん です が、 日常 的にや はり 意識 をし ていく 、
啓発し てい くと いう ことが 、将 来、 市民 として 主体 的に 安全 なまち づ
くりに 取り 組む とい うとこ ろに もつ なが ってく ると 思う ので 、ぜひ そ
のこと が起 きた だけ ではな い、 その あた りをセ ット にし て、 常に啓 発
してい って いけれ ば なと思 いま す。
以 上で す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

当 然、 やは り防 災教育 とい うの は、 非常に 重要 です し、 子供さ んだ
けでは なく て、 大人 に対し ても 非常 に重 要なと ころ もあ って 、先ほ ど
所管の ほう から 申し 上げた よう に、 今、 各避難 所に 、避 難所 運営連 絡
会とい う、 市民 によ る避難 所運 営を する 連絡協 議会 を立 ち上 げてい た
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だいて 、こ この とこ ろで結 構そ の避 難所 運営連 絡会 主体 とな って訓 練
等を行 って いただ い ていま すの で 。
先 ほど も町 田委 員長か らも お話 があ りまし たが 、少 し小 中学生 、高
校生ぐ らい の参 加を どうや って 促し てい くのか 、ま さに そこ が生き た、
本当に シチ ズン シッ プ教育 の現 場で もあ ります ので 、自 分た ちの街 を
自分た ちで 守っ てい くとい うこ と、 自分 の身は 自分 でま ず守 るとい う
こと、 そし て助 け合 ってい くと いう 、ま さに市 民と して ある べき姿 で
すから 、そ うい うと ころに どん どん 子供 たちも 参加 いた だけ るよう に、
我々も 少し ちょっ と 考えた いな という ふ うに思 いま すし 。
そ こは また 教育 委員会 にも ぜひ ご協 力いた だい て、 各学 校とま た、
結構先 生方 も協 力的 に、で きる だけ 地域 の避難 訓練 、避 難所 運営立 ち
上げ訓 練の とき には 、児童 には 出る よう に働き かけ は校 長先 生が随 分
してく ださ ってい る んです が 。
あ と、 避難 所運 営連絡 会で 中学 校が 立ち上 がっ てな いん で、ち ょう
ど中学 生が 今の とこ ろ手薄 とい うか 対応 がし切 れて ない 部分 がある か
なとは 思い ます が、 その辺 も徐 々に 避難 所運営 連絡 会が 立ち 上がっ て
いくに つれ て、 より 学校と の連 携を 図ら ないと なら ない かな と考え て
おりま すの で、 折り に触れ てこ の問 題は 今後も 議論 させ てい ただい て、
よりよ い東 村山 市全 体の安 心安 全、 それ から、 災害 時に 自ら の身を 守
りつつ 、助 け合 って 困難な 状況 を乗 り越 えてい ける とい う市 民を育 て
ていく とい うこ とも 、やは り教 育と して も重要 な柱 なの かな と思い ま
すので 、よ ろしく お 願いし たい と思い ま す。
そ ろそ ろお 時間 でござ いま すの で、 まだま だ言 い足 りな い部分 があ
ろうか と思 いま すが 、本日 はこ れに て終 了させ てい ただ きた いと思 い
ます。
最 後に 事務 連絡 等がご ざい まし たら 、事務 局の ほう 、よ ろしく 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 。

次 回の 第４ 回東 村山市 総合 教育 会議 ですが 、日 程の ほう が平成 ２８
年２月 ２日 （火 ）。 時間は 本日 と同 じく ９時か ら、 場所 は 今 日 と変 わ
りまし て、 北庁舎 第 ２会議 室を 予定し て おりま す。
以 上と なりま す 。
○渡部 市長

そ れ で は、次 回は ２月 ２日 という こと です ので 、その とき

には、 パブ リッ クコ メント の結 果も 先生 方にお 示し でき ると いうこ と
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