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平成２８年第１回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成２８年５月６日（火）東村山市いきいきプラザ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） 

 渡部 尚、町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 、森 純 

○関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 曽 我 伸 清 経営政策部次長 瀬 川  哲 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 企画政策課長 安 保 雅 利 

教育部次長 青 木 由美子 企画政策課主査 東 要 介 

統括指導主事 小 林  宏    

庶務課長 清 水 高 志    

庶務課庶務係長 仁 科 雅 晴    

経営政策部長 小 林 俊 治    

○本会の書記は次のとおりである。 

  企画政策課 主査 東 要介 

○会議事件は次のとおりである。 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

  平成２８年度の会議の進め方について 

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。定刻になりましたので、ただいまか

ら平成２８年度第１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いただきまして、ま

ことにありがとうございます。今年度のこの総合教育会議を通じて、

市長部局と教育委員会のさらなる連携のもと、東村山市の教育の充実

に全力で取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  本日、本年度第１回目ということで、４月１日付で事務局も異動が

ございましたので、まず自己紹介をしていただきまして、その後、事

務局、最初に市長部局、次に教育委員会事務局のほうでご挨拶をお願
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いしたいと思います。 

  改めまして、東村山市長の渡部でございます。本年度もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

○森教育長 教育長の森でございます。今年もよろしくお願いいたしま

す。 

○町田委員 教育委員の町田でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○小関委員 教育委員の小関です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○當摩委員 教育委員の當摩でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○吉村委員 教育委員の吉村です。よろしくお願いします。 

○小林経営政策部長 次は、市長部局の事務局でございます。 

  経営政策部長の小林でございます。昨年に引き続きまして、またよ

ろしくお願いいたします。 

○瀬川経営政策部次長 おはようございます。この４月１日で経営政策

部のほうに異動してまいりました、総合調整担当の瀬川と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○安保企画政策課長 おはようございます。企画政策課長の安保と申し

ます。引き続きよろしくお願いします。 

○東企画政策課主査 おはようございます。企画政策課の東と申します。

昨年度に引き続きよろしくお願いいたします。 

○曽我教育部長 教育部の紹介をさせていただきます。 

  教育部長の曽我でございます。今年度よろしくお願いいたします。 

○青木教育部次長 教育部次長、青木でございます。指導室長兼務でご

ざいます。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

○肥沼教育部次長 教育部次長の肥沼でございます。昨年度に引き続き、

よろしくお願いいたします。 

○清水庶務課長 教育部庶務課長、清水でございます。昨年に引き続き、

よろしくお願いいたします。 

○小林統括指導主事 おはようございます。４月１日付をもちまして教

育部指導室統括指導主事として着任いたしました小林宏と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○仁科庶務課庶務係長 庶務課庶務係長の仁科と申します。よろしくお

願いいたします。 
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○渡部市長 事務局の皆様、本年度またよろしくお願いします。 

  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、配付資料の確認をさせていただきます。 

  まず、事前配付させていただきました資料といたしまして、次第、

それから、平成２８年度総合教育会議の進め方について意見整理、資

料１でございます。それから、資料２として、平成２８年度東村山市

総合教育会議年間スケジュールでございます。 

  次に、本日新たにお配りした資料といたしましては、席次表、それ

から、２７年度に策定が完了いたしました東村山市総合教育施策の大

綱でございます。あと、東村山市第４次総合計画概要版というものが

このたびでき上がりましたので、あわせてご高覧いただければ幸いで

ございます。 

  なお、事務局のほうから、５月１日より、東村山市におきましては

クールビズということでノーネクタイ、ノー上着というふうになって

おります。職員のほうがネクタイを外しておりますので、１０月３１

日までということで続きますので、あわせてご承知おきいただければ

幸いでございます。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

  本日、初めてお手元にお配りさせていただいております、こちらの

カラー刷りの第４次総合計画後期基本計画の概要版でございます。本

日、所管からの詳しい説明はございませんが、市の最上位の計画とい

うことになりますので、ぜひ各委員の皆様にもお目通しをいただいて、

こういう形で後半５年間、平成３２年度まで、市としてこういう考え

方に基づき、まちづくりを進めていくということでご承知おきいただ

ければと、そのように考えておりますので、よろしくお願いします。 

  早速ですが、本日の傍聴者について、委員の皆様にお伺いをさせて

いただきます。本日の審議内容について、事前に通知を受けています。

特段の非公開情報はないと思われますが、傍聴者の入場を許可しても

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、傍聴を許可いたしたいと

思います。 
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  傍聴希望者はいるのかしら。 

○安保企画政策課長 ３名ほど、いらっしゃいます。 

○渡部市長 会議途中でまた追加で来られる方もいらっしゃいますが、

同じように入場を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 では、そうさせていただきます。 

  また、今日は３名ということですが、傍聴席は、一忚、定員数は１

０名ということで、ただ、席は随分あるな。大丈夫ですね。１０名以

上来た場合でも席が、入室で可能であれば許可をいたしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 それでは、傍聴を認めたいと思いますので、傍聴人の入場

をお願いいたします。 

 

                     午前  ９時０３分  休憩 

 

                     午前  ９時０５分  再開 

 

○渡部市長 先ほど休憩の宣言をしませんでしたが、休憩を閉じて、会

議を再開いたします。 

  ここで傍聴される方々にお願いをさせていただきます。傍聴してい

ただくに当たっては、お手元にお配り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、改めまして、会議に入る前に、私のほうからご挨拶を申

し上げさせていただきます。 

  皆さん、おはようございます。本日、連休中の何かとお忙しい最中

にもかかわらず、本年度第１回目の東村山市総合教育会議の開会をご

案内いたしましたところ、森教育長を初め、教育委員の皆様にはご出

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、昨年度１年、総合教育会議の場でいろいろとご議論いただき

まして、おかげさまで、今、お手元にご配付させていただいておりま

すが、東村山市の教育施策の大綱も策定をさせていただいたところで

ございます。 
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  本年度は、先ほど開会前にちょっとご説明をしましたが、お手元に

お配りさせていただいております東村山市第４次総合計画後期基本計

画、並びに、第４次東村山市行財政改革大綱後期基本方針、そして、

国の地方創生に絡む東村山市の総合戦略、大きな計画がスタートする

年度ということでございます。 

  教育のほうも、先ほど申し上げたように、昨年、教育委員の皆さん

と私とでいろいろ議論をさせていただいて策定しました教育施策の大

綱がスタートするということで、東村山市にとっては大きな節目の年

度になるのかなと、そんなふうに思っております。 

  先ほど「後ほどお目通しを」というふうに申し上げましたが、第４

次総合計画の後期基本計画について、若干、私のほうから触れさせて

いただければというふうに思っております。 

  開いていただきますと、計画の概要について、計画期間は２８年度

から３２年度の５年間ということで、目指すべきまちの姿、将来都市

像については、前期と変わりはございません。「人と人、人とみどり

が響きあい、笑顔あふれる東村山」を目指していくということでござ

いますが、前期と状況が幾つか変わってきている。 

  その一つが、やはり人口減尐が、具体的に東村山市の場合はかなり

急速なスピードで進行し始めているというような状況がございまして、

そういう中で、特に後期では「住みたいまち、住み続けたいまち」を

実現するということが大きな課題になっておりまして、見開き、開い

ていただきますと、後期における重点課題として六つほど挙げさせて

いただいております。 

  一つは、東村山駅の高架化連続立体交差事業等の基盤整備です。当

市は、都市計画道路の整備率等が多摩２６市でも最下位というような

基盤整備のおくれが、まちのやはり人口減尐等を招いている部分があ

るのではないかということで、都市基盤整備を東京都の事業とあわせ

て市としても進めていこう。 

  次に、ハード整備にあわせて、産業振興や子育て支援、高齢者福祉

の充実、安全・安心、自然環境。 

  こういうことを重点的に推進していくことで、その下段にあります

ように、「まちの価値の向上」、「人の活力の向上」、「暮らしの質

の向上」、この三つの視点に基づいて、住みたいまち、住み続けたい

まちを実現していこう、まちづくりの好循環を生み出していこうとい
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うふうに考えております。 

  特に、重点施策の中には「教育」という文言は入っておりませんが、

今、申し上げた三つのまちづくりの視点の中でいうと、「人の活力の

向上」に当たる部分が教育になるのかなと、そんなふうに考えていま

す。 

  次が、施策の体系図ということで、具体的には、四つの基本目標を

掲げていますが、その中の２「みんなが楽しく学び、豊かな心を育む

まち」というところが、学校教育や生涯学習にかかわるところになり

ます。 

  その中で、主な取り組みというのは、こちらの右側のページのほう

に記載がありますが、子供たちの基礎学力の向上や、学習環境の充実、

生涯学習計画の推進、オリンピック・パラリンピック開催に向けた基

本情勢ということが主な取り組みとして掲げられ、基本目標２におけ

る達成すべき具体的な目標としては、東京都ベーシック・ドリル診断

シートにおける平均正答率を、現状、小５が６６．０％を、平成３２

年度には７５．０％、小６が７５．６％を８５．０％まで上げるとい

うような形で、それぞれ四つほど具体的な数値目標を掲げさせていた

だいております。 

  この５年間でそれを一つの目安、指標としながら、トータルとして

「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」を実現していくという

ことが今回の総合計画の基本的な考え方になります。 

  そうした考え方に基づきながら、昨年、１年ご議論いただきました

施策の大綱に基づいて、より具体的な事業展開を図っていきたい、そ

んなふうに考えているところでございます。 

  本年度、総合教育会議につきましては、教育施策の大綱に基づいて

どんなふうに具体な事業が進展しているのかというようなことについ

て議論していただくとともに、昨年も教育の諸課題について、いろい

ろとご議論いただきましたので、本年度も一忚、年４回ほど予定させ

ていただいている中で、できれば教育委員会と私、市長部局と、やは

り連携を密にしなければならない課題について議論できればなと、そ

んなふうに考えておりますので、限られた時間、限られた回数ではあ

りますが、実りの多い会議の場にさせていただければなと、そんなふ

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、早速、次第に添いまして会議を進めさせていただきたい
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と思います。 

  まず、議題の１でございます。平成２８年度の会議の進め方につい

てでございます。 

  今、若干触れさせていただきましたが、委員の皆様には、開催通知

１に、完成した教育施策の大綱を実現していくための手法や考え方に

ついて、２としまして、今年度の総合教育会議を進めるに当たっての

ご意見、３として、総合教育会議で扱う教育の諸課題の内容について

の３点を事前にお伺いをいたしました。 

  それらの意見をまとめたものが、資料１の平成２８年度総合教育会

議の進め方についての意見整理ということになります。 

  まずは、１としまして、昨年度完成した教育施策の大綱を実現して

いくために考えられる手法や考え方について、教育委員の皆様からご

意見、補足等がございましたらお聞かせをいただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

  まず、事務局のほうから、そうしましたら、２月に策定以降、教育

施策の大綱について、一忚多分、教育委員会でも校長会等で「こうい

う形でできました」ということを広報というか、周知していただいて

いると思いますが、その辺についてちょっと、策定以降の取り組みに

ついて報告をまずお願いしたいと思います。 

○安保企画政策課長 まず、市長部局のほうから、周知の点につきまし

て報告をさせていただきます。 

  まず、２月末をもって教育施策の大綱が成文化されたところでござ

います。議会のほうにまず、平成２８年３月２日の政策総務委員会、

平成２８年３月３日の生活文教委員会にて議員の皆様に報告をさせて

いただき、３月３日付で全議員にこの教育施策の大綱を配付させてい

ただいたところでございます。 

  その後、市のホームページにこの大綱の全文を掲載させていただい

て、市民の皆様に周知をさせていただくとともに、市報の３月１５日

号にも概要を載せさせていただいて、周知をさせていただいたところ

でございます。 

  市長部局からは以上でございます。 

○渡部市長 はい。教育委員会の方は。 

○清水庶務課長 教育委員会のほうからは、まず、３月の校長会で教育

施策の大綱をお配りして周知をさせていただいております。 



８ 

  また、今後の予定につきましては、５月１１日に東村山市教育研究

会総会がございまして、そちらのほうで教員の皆様が集まる予定にな

っております。そちらで施策の大綱を配付、周知をさせていただきた

いと考えております。 

  また、教育委員会では「きょういく東村山」を年２回発行させてい

ただいております。そちらの６月号のほうで、東村山市の教育の特色

とともに、施策の大綱について周知をさせていただきたいと考えてお

ります。 

○渡部市長 どうぞ、次長。 

○青木教育部次長 私のほうからは、取り組みの内容について触れさせ

ていただきたいと思います。 

  この教育政策大綱を受けて、こちら教育委員会の事務局でも新たな

事業に取り組んだり、あと、各学校のほうからも、本年度の教育課程

について提出していただいたりしているところです。 

  その中から、本年度新たに取り組んでいく大きく３点について述べ

させていただきたいと思います。 

  １点目は、施策の方向性２にかかわる「生きる力を育む学校教育を

充実する」の（４）にかかわって、シチズンシップ教育の取り組みに

ついてです。 

  本市は、本年度から、各学校の学校経営計画に、シチズンシップ教

育についての項目を入れて提出していただいております。 

  幾つかの学校の取り組み事例を紹介いたします。 

  回田小学校では、シチズンシップ教育の視点に立って、これまでも

回田小学校でも取り組んでまいりました消費者金融教育に取り組んで、

“児童一人一人に自己決定力や生きる力を身につけさせる”としてい

ます。 

  また、六中では、これまでも行ってきた「地域に学ぶ会」に関しま

して、新たにシチズンシップ教育に関わる講座を開設し、国や社会の

問題を自分の問題として捉え、主体的に社会に参画する資質、能力を

養うとしています。 

  また、第二中学校でも、生徒会役員選挙の機会を活用して、市役所

から投票箱や記載台の貸し出しや、出前授業などを計画しているとの

ことでございます。 

  第三中学校でも出前授業を計画していると伺っております。 
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  ご紹介する取り組みの２点目は、同じく施策の方向性２の（１）と

（４）にかかわって、英語教育の取り組みについてです。「英語教

育」という文言は施策の大綱にはございませんが、次代を担う子供た

ちの学びの基礎を徹底し、社会の変化に対忚できることにつながる取

り組みと捉えます。 

  平成３０年度から小学校で英語の教科化が実施されます。これに向

けて、本市は本年度から２年間、東京都の事業である英語教育推進地

域に申請し、指定を受けました。 

  本市における主な取り組みは３点ありまして、第１に、タブレット

等ＩＣＴの効果的な活用による教員、児童生徒の英語力の向上。 

  第２に、外国人等外部人材を活用した国際交流によるグローバル人

材の育成。 

  第３に、小学校教員の海外派遣や、小学校教員の外国語教員免許の

取得など、英語教育推進リーダーを活用した市内小学校教員の英語力

向上です。 

  ご紹介する取り組みの３点目は、施策の方向性３「子ども一人一人

に忚じた支援を充実する」の（２）にかかわって、新たな相談体制に

ついてです。 

  本市は、本年度から、これまでの幼児相談室と教育相談室を一つに

まとめた子ども相談室を開設し、０歳から１８歳までの切れ目のない

相談体制を整えました。これまでの相談員をはじめ、医療関係者等の

専門的なスタッフを配置し、相談に当たります。 

  母子、保健所間との連携を充実させ、また、中学校を卒業し、義務

教育を終えたお子さんの相談についても力を入れてまいります。 

  以上３点でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  今、事務局から、市長部局、教育委員会事務局それぞれ、まず、周

知についての取り組み状況と、それから、具体的に各学校で教育施策

の大綱を反映した新たな取り組みについてご報告もいただいたところ

でございます。 

  滑り出しということなのですが、いかがでしょうか、皆さんのほう

から、今のご報告も含めて、ご質問、ご意見があればお聞かせいただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

  はい、町田委員。 
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○町田委員 質問というわけではないですが、今後の進め方の中では、

今、もう市長が、滑り出しがよかったということをお話しされていま

したが、やはり、せっかくつくった大綱であるからには、忘れないと

いうか、いつもどこかにくっついている存在であってほしいなと思い

ます。 

  そんな中では、ちょっと意見の中で、私、「プレゼンテーションで

もしたらどうだ」みたいなことを書いたのですが、それはどういうこ

とかというと、いろいろな場面で、大綱がというような感じを出すこ

とによって、市民はもちろんのこと、こちら側としましても、「いつ

も心に寄せているんだよ」というところをはっきりさせておくという

のが大事なのかなと思います。 

  そして、何でもそうですが、目標は黙っているのではなくて、言葉

に出していることがやはり達成には必要かなというふうに思って、ち

ょっと書かせていただきました。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  常に意識をしながらということだと思いますが、そのほか、皆様の

ほうからご意見はございますでしょうか。 

  當摩委員。 

○當摩委員 この大綱が昨年度、２７年度の２月にとりあえず形として

誕生することができたのですが、それから年度がまたがったわけです

ね。そんなに間がたっていないのに、今、青木次長からのそうした教

育委員会の取り組みとしてのご発言をいただいて、「うん、いいな」

と思いました。 

  「いいな」というのは何かというと、多分、当たり前にやってきた

ことを、改めて大綱ということの中に、今、町田委員がおっしゃられ

たように、必ず戻ることによって確認し合えるということが、今後、

この施策を大綱にいつも戻るということを私たちが気持ちの上で持つ

ということが、教育委員会と市長部局がともにコラボレートとして、

手を携えて当たっていけることの本当に理念かなということを、今、

再確認させていただきました。すてきな滑り出しだと思っております。 

  以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  特に、皆様のほうから、大綱について、これを実現していくために



１１ 

考えられる手法や考え方ということに、後ほどまた戻っていただいて

結構なのですが、とりあえず、ほかにご意見なければ、事務局から、

こういう形で滑り出したということ。 

  できれば、年次計画ではないですが、できれば年度末ぐらいのタイ

ミングで、本年度１年、大綱に沿って、具体的にどんな取り組みがさ

れて、どんな成果が上がったのか、一忚、市長部局、それから、教育

委員会事務局のほうから報告していただけるように、年度末がいいの

か、次年度の初回がいいのか、そこはちょっと事務方とも協議させて

いただきたいと思いますが。 

  一忚、今、青木次長のほうからは、沿って、こういう形で、新たな

取り組みとしてスタートした部分もありますよということだったので

すが、そのほかも今やられていることがほとんどでありますので、そ

れに基づいてまた折に触れて報告をしていただいて、委員の皆さんか

らご指摘いただくことを繰り返すことで、教育施策の大綱が現実に生

かされるようにしていければなというふうに思っておりますが、いか

がでしょうか。 

（  な  し  ） 

  では、そんな形で、また年度末か年度当初にちょっとご報告をお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、２の今年度の総合教育会議を進めるに当たってのご意

見であります。 

  会議の進行については、「昨年度と同様のやり方でよい」とのご意

見が多かったのですが、皆様からご提出していただいた事前のご意見

等で補足等があれば、お話をいただければというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

（  な し  ） 

○渡部市長 若干、回数について「年４回やらなくてもいいのではない

か」というようなご指摘もあったのですが、今年度は去年のような大

綱をつくるという大仕事はないので、ただ、教育委員の先生方と私が

顔を合わせるのもいいかなというような思いもありまして、四半期に

１度ぐらいはいろいろ、公開の場ではありますが、ざっくばらんに意

見交換をさせていただければというふうには考えておりますので、そ

んな形で一忚、今年度は進めさせていただくということで、よろしけ

れば、そういう形で進めさせていただきます。 



１２ 

  次に、今年度、総合教育会議で扱う教育の諸課題の内容についてで

あります。 

  本日の会議の中で、次回以降、扱う諸課題について、今日ご議論い

ただいた上で決定できればというふうに思っております。 

  諸課題についても事前に教育委員の皆様からご意見をいただいてい

ます。それが資料１の２枚目になります。 

  そのほか、皆様のほうで補足があれば、お話しいただければと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 

  どうぞ、町田委員。 

○町田委員 課題のことではないですが、総合教育会議において決定し

たことについて、お金のことを言うのはなんですが、補助金が出る制

度があるというようなことを何か説明会で聞いたのですが、この前、

教育長の紙１枚のもので、文部科学省の説明のときに、「この会議だ

からこそ使ってほしいものがあります」みたいな感じで、あれは違っ

たのですかね。もしそういうのがあれば、それにうまく合うものをや

っていけばよりいいのかなというふうに思ったのですが。何かそんな

説明を受けた。 

○渡部市長 多分、総合教育会議自体で決めたから即補助金が出るとい

うのは、制度上、私も承知していないのですが、事務局のほうで何か

ありますか。それに類似するようなものが。 

○町田委員 僕が聞き間違えたのか。 

○渡部市長 あくまでも、そもそも論みたいな話で恐縮ですが、教育の

中身の執行主体はあくまでも教育委員会ですが、予算編成権を持って

いるのは首長なので、予算をつけるかどうかというのをよくこの場で

議論しなさいということが、多分、総合教育会議の設立の趣旨の一つ

だったというふうに私としては理解していますので、そういうことを

多分、文部科学省のお役人がおっしゃられたのかなというふうに思い

ます。 

○町田委員 「ぜひ利用してください」みたいな言い方をしていたんで

すよ。 

○渡部市長 ありますか、そういう。庶務課長、済みません。 

○清水庶務課長 市長のおっしゃったとおりでございまして、総合教育

会議では、予算関連について話し合うことで、教育についての予算を

つける等の実行力をつけるという形を文部科学省が推奨しているとい



１３ 

うところです。ここで決めたことについて何か補助金がつくというこ

とは特にございません。 

○町田委員 「ぜひ利用してください」みたいな話だったので。「では、

ちょっと、またそんなのがあったら、先生方にでも。」と何かそうい

う言い方されたような気がしてならない。わかりました。ではいいで

す。 

○森教育長 済みません、ちょっと。 

○渡部市長 はい、教育長。 

○森教育長 質問ですが、３番の教育の諸課題について、今、７項目ほ

ど挙がっていますが、「こういうことについて今後話し合っていきま

しょう」ということなのか、あるいは、この中から幾つか今日の段階

で絞っていくのか、それはどちらなのでしょうか。ちょっと伺えれば

と思います。 

○渡部市長 それも含めて、決めていただければ結構だと思いますが、

余り多くても年に残り３回しか議論する場はないので、大体１時間２

０分ぐらいしか１回の会議ができない制約もありますので、できれば、

教育委員会の中だけで処理できることは、そこでご議論いただければ

と思いますが、当然、予算措置を含めて、ぜひ市長も承知しておいて

ほしいとか、あるいは、市長部局も認識をきちんとしてほしいという

ようなことがあれば、それはこの場で議論する必要があるだろうと思

いますし。 

  逆に、私のほうからも、今後、公共施設の再生という大きな市政全

体の課題があって、その中でやはり教育関係の施設が、東村山市の場

合、約６割が教育関係施設ということで、そこはよくよく教育委員会

の先生方と私ども市長部局のほうで十分に議論をしていかないとなら

ないかなというふうに思っています。 

  すぐに学校を建てかえなければならないということはありませんが、

あと１０年ぐらいするともう、どこの学校もだんだんいわゆる寿命が

来ますので、それにあわせて今後の学校を中心とした公共施設の再生

をどう進めていくのかということについては、今から意見交換してい

く必要はあるかなというふうには、私としては思っています。 

  ですので、どういったテーマで今年、話をしておいたほうがいいか

ということについては、全部ということもないわけではありませんが、

時間の関係もあるので、三つないし四つぐらいに絞ってもらったほう
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がいいかなという気もしますが、いかがでしょうか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 私は、この３番の教育の諸課題については、意見を述べま

せんでした。 

  どういうふうにまとめたかといいますと、委員たちは、現場からの

教育の諸課題をしっかり受けとめて、それぞれの立場でそれらを吟味、

検討する、それだけでいいというふうに考えています。 

  というのは、このように教育の諸課題を挙げるというのは、現場の

方々がしっかりおやりになればいいです。それを、間違いはないでし

ょうけれども、それが見事なのか、ちょっと肉づけしたほうがいいの

か、そういうことをアドバイスするのが我々なのではないだろうか。 

  だから、市長が申し上げましたが、４回しかない教育会議ですから、

大事なところだけのアドバイスでいいというふうに思っております。 

  ついでに、もう尐しよろしいですか。 

○渡部市長 はい。 

○吉村委員 教育会議の進め方のところの主な意見の４番目は私ですが、

市長や教育長のリーダーシップを尊重し、委員間のバランス感覚を大

切にすること。 

 これも現場、私はだから現場主義です。現場で起こったことを一番よ

く知っていらっしゃるのは市長さんなり教育長さんが現場にいらっし

ゃるわけですから、そこで「これはどうだ」と聞かれたら、そこでア

ドバイスする。それで十分なのではないかというふうに思っています。 

  今日最後に、一番私にとって教育委員として勉強になったのは、東

村山市第４次総合計画、これですね。私どものような立場の人間は、

こういうものをしっかり目にすることはない。市長さんから説明して

いただくことがない。 

  教育というのは、こういう市の大きな流れの中で教育というのがあ

るし、教育というのは基本があって、基本をもとにして市の大きな流

れがあるというふうにも考えられます。そうすると、見ていくと、人

口が減っているというのは、やはりここは医療の過疎地、そういうも

のなのかな。例えば、産婦人科がないとか。戸田市がなぜ発展するか

というのは、大きな戸田産院があるとか。 

  健康とか、医療とか、そういうものをイメージした中での教育のあ

り方というのもこれから考えていく、そういうようなものをちょっと
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考えさせられました。 

  余計なことかもしれませんが、私の意見とさせていただきます。 

○渡部市長 貴重なご意見ありがとうございます。 

  議会でも、産院が尐ない、１軒しか実はなくて、助産院を入れても

２軒、出産する場所が市内には２カ所しかないということもたびたび

ご指摘を受けることではありますが、人口減尐社会における教育のあ

り方というのもまた一つあるのかなというふうに思っています。 

  実は、後期基本計画を策定するときに、平成３２年度に２０歳を迎

える当時中学２年生にアンケート調査をしまして、「１５歳のアンケ

ート」ということでやらせていただいて、「大人になっても東村山に

住み続けたいか」という設問をしたとき、２５％しか、「しか」なの

か、「２５％も」と言うのがいいのか、いずれにしても、数値として

は２５％のお子さんが、将来東村山に住みたいと。 

  それ以外のお子さんは、「わからない」というふうにお答えになっ

た方もいらっしゃいますが、市内には住まない、住みたくないという

お答えも、それ以上多かったというのは、正直、私としては非常にシ

ョックでありまして。 

  やはり、今、東村山で育っている子供たちが、将来にわたってこの

まちに愛着を持って、将来もこのまちに住み続けたいと思ってもらえ

るようなまちづくりを進めていくというのは非常に重要かな、そのよ

うに思っているところでございます。 

  ありがとうございました。 

  今年度第１回でありますので、ぜひちょっと自由にご意見言ってい

ただいた中で、現場から上がってきた課題ということもありますが、

ランダムに課題がその都度うまく上がってくるかどうかが難しいとこ

ろもありますので、できれば幾つかテーマを挙げておいて、非常に大

きな問題、課題が発生したときは当然、教育委員会、事務局からご報

告いただくにしても、１年通じてどんな形で教育、せっかく総合教育

会議という会議体をつくっているわけなので、どんなことを議論すべ

きなのかということについて、もう尐し掘り下げてご議論いただけれ

ばなというふうに思っております。 

  指名して恐縮ですが、小関先生、いかがでしょうか。 

○小関委員 ありがとうございます。１番の進め方のところの最後の黒

丸ですが、いわゆるたくさんの部局との協働ということは、やはり総



１６ 

合教育会議の特色だと思いますので、これを生かしていくことが大事

かなというふうに思っています。 

  そういう点で、課題ということでいきますと、安全についてという

ことですが、前回もお話はいただいたのですが、今回の熊本のああし

た大きな災害を見ていくと、まだまだ足りないというふうに思います。  

  関係する部局と教育との関連ということで、大変大きい課題かなと

思っていますし、また、継続してさまざまな状況を想定して、子供た

ちに安心を届けるということ。もちろん、災害に遭わないようにとい

うことですが、不安になる子供たちも多いのではないかと思います。

そういった点で、安心・安全ということをもう尐し追求していけると

いいなと考えています。 

  そしてまた、それの中で、家庭との連携や、地域との連携、地域間

の連携といったこともまた生み出せるのではないかなということで、

安全は大きな柱かしらというように考えています。 

  もう一つ、その安全とも関連するのですが、教育と福祉との関係と

いうことで、放課後における児童の対策についてということも一つ挙

げさせていただきました。 

  子供一人一人の毎日が楽しく充実したものということで、学校教育

ではさまざまいろいろな工夫もありますし、また、各学校、先ほど吉

村先生がおっしゃったように、現場でのさまざまな取り組みもあると

思いますが、実際に放課後、子供たちはどんな生活をしているのかと

いうことも、もう尐し考えていく必要があるのではないか。 

  特に、福祉との関係で見ていくと、いろいろな対策もできるのでは

ないかなということも考えておりまして、そのあたりはいかがかなと

いうことで、そこに書かせていただきました。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  今、小関先生から重要なご指摘をいただきました。確かに、熊本で

の災害、それと、残念ながら、先月、市内で児童と高校生が巻き込ま

れた事件が２件立て続けに発生して、二人逮捕者が出ているという、

そういう、子供が災害だけではなくて、犯罪に巻き込まれるというこ

とが、残念ながら当市で、一人は高校生なので義務教育ではないので

すが、そういう事件が発生していますので、子供の安全・安心の確保

というのは非常に大事かなというふうに私も思います。 
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  今、各学校現場、子供たちの安全について、大変心を砕かれていら

っしゃると思いますし、あと、万が一大きな災害が発生した場合、当

市の場合は小中学校が避難所になっていて、今、防災所管では、各学

校に避難所運営連絡会の立ち上げを順次進めさせていただいています

ので、そういった部分でも教育と安全・安心のかかわりというのは非

常に重要ではないかと、私もそのように思います。 

  それと、放課後ということでちょっとご指摘もありました。 

  いかがでしょうか。ほかに。當摩委員、どうぞ。 

○當摩委員 今の小関委員のお話、とっても私にもストンと落ちまして、

実は、このさまざまな課題がある中、くくれることもあるよなという

印象を持っております。 

  それで、例えば、放課後における児童の対策というのは、ちょっと、

表現としていいかどうかわからないですが、親御さんに対してのそう

したことの家庭教育のあり方とかを注意深くしていただければという

ことと、もし、方法論といいますか、施策論ということではなくて、

そうしたことの提案とか、今もしていますが、さらにみんなで考えて

みることもできるのかなというような印象を持っております。 

  それから、先ほど吉村委員がご指摘くださったように、さまざま、

本当に現場からしたことを、私たちはそういう思いをいただいて、そ

のことをまたいろいろ考えるべきかなというのもしみじみ思ったので

すが。 

  大変身近な例で、今、市長がおっしゃられた、１４歳が２５％だっ

たと、ちょっとがっかりしたよというお話でしたが、すごくほほ笑ま

しいことをお伝えしていいでしょうか。 

  この３、４、５の３連休に、私、実は、ふるさと歴史館の体験の里

のガイドボランティアをさせていただきました。下宅部遺跡の出土品

に関しての簡単なガイドをさせていただいたのですが、結構かなりの

人が来てくれまして、家族連れで来てくださったり。 

  だから、やはり、親のあり方とか、そういったことも、実際に見せ

ていただける面がたくさんありました。ああ、そうか、生涯学習とい

う施設をこのように利用してくれて、家族で子供を教育してくれる

方々がいらっしゃるな。 

  市外のご家族も結構いらっしゃいました。これが一つ。決してだか

ら、市内ということだけに必ずしもこだわることはないなと思ったこ
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とと。 

  先ほどの２５％のことで、すごくおもしろいことです。もう３０ぐ

らいの青年なんですね。ちょうど下宅部遺跡を掘っているときに、自

分は近くの学校だったと。そのときは何だろうと思っていたんだけれ

ども、親御さんは市内にいらっしゃるので、自分は早々１０年ぐらい

前に独立して一緒に住んではいないんだけれども、時々来るときに

「機会があったらぜひちゃんと見てみたいと思って、きょう、思い切

って来ました」と言って、「奥さんですか？」と言ったら、「そうな

るとうれしいと思います」と言って、カップルで来て、しっかり見て

くれました。 

  だから、やはり幼いころのそうした体験がある程度、凝縮してから、

またふるさとへという、東村山を思い出させてくれるいい例があるな

と思って、市長にちょっと安心していただきたいと思って、こういっ

たことをお伝えさせていただきます。 

  以上でございます。 

○渡部市長 心温まるお話をいただきまして、ありがとうございました。 

  ほかにございませんでしょうか。ある程度まとめた形で包括的にや

られたらどうかということで、教育と福祉、そして、家庭というよう

な視点で、子供たちを今取り巻く状況について、どんな形で話ができ

るか。 

  一つは放課後対策、それから、先ほど青木次長から報告いただいた、

相談体制については、今年、教育委員会に一元化するという形で取り

組ませていただいてはいますが、福祉的な視点が当然そこには必要と

いうことと。 

  あと、これは昨年度から市で取り組んでいる事業で、これは市長部

局でやらせていただいているのですが、いわゆる経済的に困窮されて

いらっしゃるご家庭のお子さんの教育支援事業ということで、うちの

市は、生活保護需給世帯と準要保護世帯合わせて１００名お子さんが

受けて今いらっしゃって、三多摩２６市合わせても３００人ちょっと

しか、今。 

かなりの自治体で今、教育支援事業をやっているのですが、東京都

の調査では三百数十人のうち、我が市一市で１００人もやっている。

ですので、うちは非常に成功事例というふうに都の中では言われてい

るそうです。 
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  それがどういう効果、成果を上げるか、まだ１年ぐらいしかたって

いないですが、この間、今年の３月に卒業して４月から高校に行った

お子さんからＤＥＳＣ
デ ス ク

のほうにお手紙をいただいて、その方は母子家

庭のお嬢さんですが、周りのお子さんが皆塾に行っている中で、自分

が経済的に厳しくて、お母さん一生懸命働いているのだけれども、塾

に行けない。その中で受験をしなければならないので非常に不安だっ

たけれども、ＤＥＳＣに行って非常に自信を持たせてもらって、高校

に晴れて入学することができたという感謝の言葉をご本人とお母さん

からのお手紙でいただいています。 

  実は、高校に行ってＤＥＳＣと関わることから離れることがちょっ

と不安だということで、できればそういう子たちが今後将来、今度ボ

ランティアとして、同じような境遇のお子さんの指導に来てくれれば

いいな、そんなふうにも思ってはいますが。 

  経済的な問題、それから、障害等の問題、いろんな、あるいは、放

課後対策と、幾つか教育と福祉的な視点での連携をより強化していか

なければならない領域というのはあると思いますし、その中でやはり、

教育委員会を含めた行政と家庭、地域がどう連携するかということが

非常に重要なテーマかなと思いますので、その辺で尐し議論を交わせ

ればいいのかなというふうにも、先ほどの今までのお話を聞いている

と思ったところであります。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  どうぞ、吉村先生。 

○吉村委員 市長さんと同じような考えなのかもしれませんが、体系図

のところに１、２、３、４とありますね、基本目標が。２のところが

今までの教育委員会がしっかりとやらせていただいているところかな

というふうに思いますが、総合会議となると１、３、４のところも教

育との連携というか、それを真剣に考えていくとおもしろい。 

  実際にキーワードを追っていきますと、１－１、「安心」という言

葉がありますと、安心教育、安全教育と平気で言いますね。環境教育、

健康教育、社会教育ということで、全部教育と絡んできます。 

  ３番目に行っても、生活環境と教育との結びつき、この辺、やはり、

しっかりした教育マインドがないと、こういうものはきちんとやるこ

とはできないだろうというふうに判断します。 
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  ４番目も、地域との教育活動、産業教育とか情報教育、環境教育、

全て変わりますので、むしろこの総合教育会議においては、こういう

ところも尐し問題提起をしていただいて、尐し議論させてもらうのが

おもしろいかなと思ったりします。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  吉村委員からは、より広い視点で、総合計画に基づいた基本目標ご

とに、例えば、教育とのかかわりを尐し掘り下げてみたらいかがでし

ょうかという新たなご提案。その中には、当然、先ほど来、出ている

福祉との連携、あるいは、安全・安心との連携というのが全部重なっ

てくることになりますので。 

  ただ、限られた時間の中でどこまで議論ができるかというのはあり

ますが、でも、今、吉村先生のご提案は非常におもしろいご提案だな

というふうに思いました。前さばきしていただく事務方がちょっと大

変かもしれませんが。 

  教育長、どうぞ。 

○森教育長 今、委員さんからいろいろなご意見をいただきましたので、

事務局とも相談しながら具体的に進めていきたいと思います。 

  まず、最初にございました、教育施策大綱をいかに各学校、それか

ら、市民のほうに広げていくかというところでは、でき上がった直後

に、校長会でまず私のほうからお話をさせていただきました。また、

ホームページが立ち上がったぎりぎりのころということがありました

ので、「ホームページをぜひ読んでください」ということもお話をさ

せていただきました。 

  それから、先ほど庶務課長のほうからもありましたが、来週の水曜

日に市の教育研究会がございますので、そこには市内の全教員が集ま

りますので、この冊子を全員に配ると同時に、私のほうからも話をし

ながら、それから、場合によっては担当の職員のほうからも話をしな

がら理解を深めていきたいなと思います。 

  また、市民向けの説明としては、「きょういく東村山」が一番手っ

取り早いわけですが、そのほか、市民の皆さんが集まるような場にお

いて、お話ができるような機会があれば活用していきたいと思ってい

るところでございます。 

  それから、今、教育の諸課題につきまして、各委員さんのほうから

いろいろとご意見いただいたのですが、どれも貴重で、重要な内容だ
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ろうと思いますが、やはり一つ一つ取り上げていくとなかなか難しい

部分もあるので、先ほども出ていましたが、教育部と経営政策部のほ

うで検討を深めていただき、一つにまとめられるもの、あるいは、

「こういう視点で考えていけば、この部分にも、この部分にも関わる

内容が出てくるのではないか」というようなところを３つか４つぐら

いに大まかにまとめていただくのがいいと、今お話を伺っていて思っ

たところでございます。 

  なかなか難しいと思いますが、私自身は今、思っているところです。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  できれば、あと３回しかないので、今日議題については決定をさせ

ていただきたいというふうに思っていますので、事務局のほうで何か

あれば、むしろ事務局としては、ぜひこれは首長と教育委員会両方で

議論してほしいというのがむしろあれば、今出してもらったほうがい

いかなというふうに思いますが。 

  小林さん、何かありますか。 

○小林経営政策部長 今までのご議論をお聞きしますと、やはり安全・

安心の部分が大きいかなということ、これに放課後の対策も含めた中

でやるというのが一つあるのかなと思います。 

 それから、旪の部分として、東京オリンピック・パラリンピックが、

今年オリンピックイヤーですので、リオのオリンピックが終わります

と、いよいよ東京オリンピックに向けてという動きが出ていく中で、

これについては教育部門と市長部門とやはり連携しながら一つの機運

醸成、あるいは、いろんなそういったものの教育も含めてあるのかな

というところがありますので、この辺がいかがかなというふうに考え

ております。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  曽我さんのほうから何かありますか。 

○曽我教育部長 私のほうからは、今、各委員さん等からのお話をもと

にして考えるところは、やはり市と教育との連携というところが一つ

キーポイントかなと思います。この会議というのはやはり、市長部局

と教育委員会との連携というか、総合的な会議ですので、その視点か

ら一つ考えられるのかなと思います。 

  その中で、先ほど市長が言われた、６割が教育施設というところの

公共施設というのが今後、非常に教育に大きくかかわってくるのかな
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と思いますので、その辺、社会教育のほうの職員等とのお話を聞きな

がら、１回はそのお話をさせていただいたほうが、より一層、教育の

今後の方針とか、学校のあり方とかが、まだはっきりは見えませんが、

将来的にはこういう考え方があるのだというのは、教育委員さんと市

長との情報共有化を図ることが一つ大事かなと思っています。 

  それと、あとは、東京オリンピックも大事ですし、安全教育も大事

なのでしょうけれども、やはり大きな視点でこの総合教育会議という

のは考えられていかれたほうが私はいいかなと。 

個々のは、先ほど吉村委員が言われたとおり、教育委員会でも個々

に対忚は図っていきますので、そういう視点も一番大事かもわかりま

せんが、大きな視点での総合的な教育会議の持ち方のほうがよろしい

かなと私は思っています。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  一忚、両部長からもご意見をいただきましたので、小林さんのほう

から、ぜひ東京オリンピック・パラリンピックについてはこの場で議

論してほしいというお話がありました。実は、組織的にも全く、この

総合教育会議と同じで、東京オリンピック・パラリンピックについて

は、経営政策部の企画政策課と市民スポーツ課、両課で担うという今

動きになっているので、今後やはりこの辺については意見交換、情報

共有はさせていただく必要があるかなと、そんなふうに私も思ってい

ます。 

  ただ、どこまで議論が深められるのかというのは、まだちょっと、

さほど材料が今のところまだないという状況ではありますが。 

  それと、先ほども私のほうから申し上げたように、公共施設の再生

はこれから東村山市の１０年と言わず、２０年ぐらいの将来を考える

と、今後、非常に大きなテーマになりますので、ここは教育委員の皆

さんと情報共有させていただくということは大事かなと、そんなふう

に思っています。 

  ということで、私のほうでまとめさせていただいて大変恐縮ですが、

事務方の意見も踏まえて、できれば、市長部局だけではできない、あ

るいは、教育委員会だけでもできなくて、両方でやっている、オリン

ピック・パラリンピック、それから、公共施設の問題、そして、先ほ

ど来、お話がありました安全・安心や、福祉との絡みというのをどこ
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まで掘り下げられるかわかりませんが、一忚、その三つぐらいの視点

で平成２８年度議論させていただければいいかなというふうに思いま

すが、皆様いかがでしょう。 

  そうすると大体、基本目標に沿った、１が大体、基本目標の１とい

うのは福祉とか子育てなんですね。それから、安全・安心ということ

が３に関わることになります。公共施設の再生問題というのは４にか

かわる課題になるので、大ざっぱに言うと、基本目標の１、２、３と、

それぞれ教育とのかかわりについて、お話をしていただくことができ

るかな、そんなふうに思ってございますので。 

  特にご異論がなければ、今申し上げた、オリ・パラ、それから、公

共施設の再生と、子供たちの安全・安心や、福祉とのかかわりという

ことで、３回しかありませんが、４点ほどの議題ということでことし

話を進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（  な  し  ） 

○渡部市長 特にご異論がなければ、そうした形で進めさせていただき

たいというふうに思います。 

  それでは、次回以降、具体的にどんな形で報告を受けて議論を深め

させていただくかにつきましては、私と教育長、事務方にお任せをい

ただいて、後日、ペーパーとしては、「こういう形で進めさせていた

だく」というものを各委員の皆様にご配付できるようにしたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  きょうは、そういう意味では早く終わりそうなのですが、皆さんの

ほうからその他で何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（  な  し  ） 

○渡部市長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に、その他、事務連絡等がございましたら、お願いし

たいと思います。 

○東企画政策課主査 事務局でございます。では、事務局から１点、次

回の会議日程について連絡申し上げます。 

  次回の総合教育会議は８月３日、水曜日、時間は、本日と同じく９

時から１０時２０分まで、場所は、本日と同じくマルチメディアホー

ルとなります。 

  以上です。 

○渡部市長 はい。次回が８月３日、場所はマルチメディアホールとい 




