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平成２８年第３回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成２８年１０月５日（水）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 子、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 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 市民スポーツ課 

振興係長 
千 葉 勇 輔 

教育部次長 青 木 由美子 図書館長 田 中 香 代子 

統括指導主事 小 林 宏 図書館長補佐 新 倉 敦 子 

庶務課長 清 水 高 志 企画政策課長 安 保 雅 利 

経営政策部長 小 林 俊 治 企画政策課主査 東 要 介 

経営政策部次長 瀬 川 哲    

○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 報告 

４ 教育の諸課題について 

「オリンピック・パラリンピックに関する取組みについて」 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 ただいまから平成２８年度第３回東村山市総合教育会議を

開催いたします。 

  改めまして、皆様おはようございます。教育委員の皆様には、大変

お忙しい中早朝より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、本日の会議の案内を事務局からお

願いいたします。 

○安保企画政策課長 おはようございます。事務局であります企画政策

課の安保でございます。本日の会議について申し上げます。 

  委員の皆様には事前にお伝えさせていただいておりますが、本日の
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教育の諸課題につきましては、「オリンピック・パラリンピックへの

取組みについて」を取り扱わせていただきます。 

その関係で、本日の出席は、通常の事務局並びに教育委員会各課に

加え、図書館の職員、それから、市民スポーツ課の職員が同席してお

ります。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、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して、次第、それから、

資料１、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックロードマップ

でございます。資料２の１、市民大運動会会場へのオリンピック・パ

ラリンピック啓発ポスターの掲示、それから、資料２の２でございま

すが、オリンピック・パラリンピック啓発事業体操教室の資料でござ

います。 

それから、資料３でございますが、本で知ろうオリンピック・パラ

リンピックと世界の国々、それから、資料４の１といたしまして東村

山市アクティブプラン ＴＯ ２０２０、それから、資料４の２とい

たしまして、東村山市立小・中学校オリンピック・パラリンピック教

育の具体的な取組み、最後に資料４の３といたしまして、東村山市立

小・中学校「世界ともだちプロジェクト」学習・交流対象の国・地域

グループ一覧がございます。 

  次に、本日新たにお配りした資料といたしましては、席次表と前回、

第２回の総合教育会議議事録がございます。もし過不足等ございまし

たら、事務局までお申しつけください。 

  以上でございます。 

○渡部市長 資料のほうはよろしいでしょうか。それでは、本日の会議

が始まる前に傍聴者についてお諮りをさせていただきたいと思います。  

  本日の審議内容につきましては、事前通知を受けております特段の

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、皆様いかがでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ご異議がございませんので、傍聴を認めたいと思います。

それでは傍聴者の入場をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

                     午前  ９時０３分  休憩 
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                     午前  ９時０５分  再開 

 

○渡部市長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

  ここで傍聴者の方にお願いをさせていただきます。傍聴をしていた

だくに当たりましては、お手元にお配りを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、お願いを申し

上げます。 

  それでは、これより早速、会議に入りますが、会議の前に先ほど小

関委員に教育委員の辞令交付をさせていただきましたので、後ほど教

育委員会でもご挨拶があるのかもしれませんが、総合教育会議で再任

をされて初めてということなので、一言ご挨拶をお願いできればと思

います。 

○小関委員 おはようございます。小関です。まず１期が終わりまして、

これから次の４年間になります。校長時代もそうでしたが、子どもた

ち第一で考えてまいりました。 

東村山市の教育委員会に参加させていただいて、校長時代よりもさ

らに教育委員会は本当に子どもたち第一で動いていることを実感させ

ていただきました。 

現場の皆さんが、本当に一つ一つ学校の状況を確認しながら動いて

くださっていることに力を得た思いでおります。 

またこれからの４年間、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部市長 ご挨拶ありがとうございました。どうぞまた４年間よろし

くお願いいたします。 

それでは、私から一言挨拶を申し上げさせていただきます。教育委

員の皆様には、早朝よりお集まりいただきましてありがとうございま

す。 

早いもので１０月に入りまして、今年度も折り返すことになりまし

て、先ほど申し上げましたが、先週まで市議会９月定例会が開催され

ておりまして、最終日に小関委員の再任も議決いただいたところです。 

その前に２７年度の決算のご審議をいただきまして、教育行政につ

きましても、昨年度はご案内のとおり中央公民館の耐震工事であると

か、あるいはソーシャルワーカーの配置であるとか、それから、教育
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委員会との連携によりまして、生活困窮者の自立支援事業の一環とし

て、子どもたちの学習支援事業を始めるなど、２７年度につきまして

も教育行政において一定の前進と成果があったものと捉えております。  

今年度も、既に昨年度はいろいろご議論させていただきました教育

委員会内に、幼児相談室と教育相談室を統合一元化する子ども相談室

が既に立ち上がって、いろいろ活動をしている状況です。 

これから後半戦は、我々にとっては来年度の予算編成を迎える時期

になりますので、これまでいただいてきた総合教育会議でのご意見や

議会のご審議等々を踏まえつつ、後半戦、我々としては教育、行政を

含めてよりよい市政が運営できるように努めてまいりたいと思ってお

りますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

本日、教育の諸課題として取り上げさせていただきますのは、４年

後に迫りました東京オリンピック・パラリンピックについての当市に

おける取組みについてです。教育委員の皆さんと私とで意見交換をし

ながら、認識や問題意識の共有を図らせていただきたいと思っており

ます。 

８月・９月にかけましては、リオデジャネイロでオリンピック・パ

ラリンピックが行われまして、日本選手は大活躍をされたわけであり

ますが、かねてから申し上げたように、この次の東京オリンピック・

パラリンピックに当市としてどんなかかわりをするか。 

できれば海外のチームのキャンプを誘致するなどの取組みもしたい

と申し上げてきたところでございますが、それだけではなくて、やは

りこの東京でオリンピック・パラリンピックが行われることを契機と

しながら、これまでスポーツ都市として歩んできた当市の市民スポー

ツ等をどうこれから拡充していくか。 

あるいは、次代を担う子どもたちの体育、それから、国際理解をど

う深めていくか。諸外国の方々に対して日本文化をどのように紹介し

ていくか。 

幾つか教育的観点もありますことから、今後も継続的にこの教育会

議等でも取り上げさせていただいて、４年後に迫った東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて、よりよい教育的な効果も得られるよう

にしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

っております。 

それでは早速ですが、資料に沿いまして会議を進めさせていただき
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ますので、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○安保企画政策課長 それでは、企画政策課から説明をさせていただき

ます。資料１をご参照いただければと思います 

  詳しい説明につきましては、担当主査でございます東からご説明さ

せていただきます 

○東企画政策課主査 本日、企画政策課の説明資料としてお配りしてお

りますものにつきましては、資料１になります。この資料に基づいて

説明をさせていただきます。 

資料につきましては、まず上段に国・東京都の動向、下段に東村山

市の取組みを示したものになります。リオデジャネイロオリンピッ

ク・パラリンピックが閉幕しまして、次はいよいよ４年後の東京大会

という状況でございます。これまでの市長部局の取組みにつきまして

紹介させていただきます。下段の東村山市の取組みの大会開催気運の

醸成をご覧ください。 

  まず、大会開催気運の醸成ということで、本年６月２９日に東京都

オリンピック・パラリンピック準備局区市町村調整担当課長を講師に

招きまして、庁内の全管理職に対して、「東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を契機とした市区町村での取組み」と題

したセミナーを実施いたしました。 

このセミナーの目的といたしましては、まずはオリンピック・パラ

リンピックの取組みが、庁内の全ての分野にまたがるものということ

を認識していただくことにございました。 

開催後のアンケートでは、「オリンピック・パラリンピックを単な

るスポーツイベントではなく文化や社会構造の転換点として捉え、自

治体の目標、総合計画等に到達するためのツールの一つとして利用す

る視点が新鮮であった」、「新規事業をつくり出すことばかりではな

く、既存事業の延長線上に何を見出すことができるか、それをなるべ

く手間をかけずに全庁で各所管がバランスよく、多くの分野で事業を

展開できるよう検討したいと思う」などのご意見が寄せられまして、

セミナーによって、東京オリンピック・パラリンピックに対する職員

の認識に変化が見られたと感じております。 

次に、フラッグセレモニー、フラッグ展示につきましては、リオデ

ジャネイロのオリンピック・パラリンピックの閉会式で、小池都知事

が持ち帰りましたオリンピック・パラリンピック旗のレプリカの旗が、
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今後都内に６２区市町村を巡回するフラッグツアーが開催されます。 

東村山市では、来る１１月１３日日曜日の産業祭りにて、過去にオ

リンピックやパラリンピックに出場したアスリート、いわゆるアンバ

サダーから、オリンピック・パラリンピックフラッグのレプリカ旗を

引き継ぐというセレモニーを実施いたします。 

この引き継がれたオリンピック・パラリンピックのレプリカ旗につ

いては、１１月２１日月曜日から２５日金曜日の期間で、いきいきプ

ラザ１階のロビーで展示する予定です。市民の皆様にも、東京大会が

近づいてきているという実感がわくようなイベントになればと考えて

おります。 

また、気運醸成素材の活用ですが、現在、オリンピック・パラリン

ピックのエンブレムロゴを職員の名刺に入れることについて、東京都

を通じ大会組織委員会へ申請しているところでございます。 

次に、スポーツ・文化の発展ですが、後ほど担当所管からも説明が

ございますが、平成２８年度は東京都の補助金を活用して、スポーツ

の普及啓発事業の一環として体操教室、オリンピック・パラリンピッ

クの理解促進事業として「本で知ろうオリンピック・パラリンピック

と世界の国々」ということで、こちらについては図書館になりますが、

それらを実施する予定でございます。 

補助金について簡単に触れますと、東京都では区市町村が２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定を契機として、主体

的に実施するスポーツ振興や、地域の活性化に繋がる事業を支援する

ことによって、地域からオリンピック・パラリンピックの気運醸成を

図る目的で、スポーツの振興等事業費補助金とスポーツの施設のハー

ド部分に当たる補助金の２つを設けております。 

平成２８年度につきましては、スポーツの振興等事業費補助金を活

用して、先に述べました２つの事業を実施する予定でございます。 

次にキャンプ地の誘致でございます。選手団の事前キャンプにつき

ましては、現在、東京都や組織委員会、全国知事会で公式のウェブサ

イトを使って施設紹介しております。 

このうち東村山市では、東京都と全国知事会が紹介しているウェブ

サイトに市民スポーツセンターを掲載しております。大会組織委員会

が設けておりますウェブサイトには、掲載基準として各競技団体の国

際競技連盟の基準をクリアした施設しか掲載できないということで、
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現在、大会組織委員会のウェブサイトには市民スポーツセンターは掲

載してございません。 

このほか、キャンプ誘致の取組みとして、本年６月に外務省大臣官

房人物交流室を訪問いたしまして、東村山市のスポーツ施設の概要と、

諸外国との交流を紹介して、キャンプ誘致に関してのアドバイスなど

をいただいたところです。 

事前キャンプにつきましては、既に決定している自治体もございま

すが、東京都内でも各自治体で考え方に差があることが見受けられま

す。周辺の自治体でどのように考えていくか、どのように連携してい

くかも踏まえて、今後、市としてはさまざまな角度からキャンプ誘致

を模索していきたいと考えております。 

また、平成２７年度より小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市と

一緒に小金井公園で多摩六都リレーマラソンを開催しております。昨

年度は、このリレーマラソンの会場内でパラリンピックの普及啓発と

して、ブラインドサッカーの実演が開催されました。 

このほか、昨年１１月には東京都市長会を通じて、多摩地域の各市

連絡組織、東京都市オリンピック・パラリンピック連絡協議会が立ち

上がりまして、東京都に対するオリンピック関連の予算要望や都と市

の間の情報共有が行われております。これらを通じて、今後も各市で

情報共有を密に図り連携していきたいと考えております。 

  最後にレガシーの創出、オリンピック・パラリンピックに向けて整

備した各種の施設やインフラ、スポーツ振興はもちろんのことですが、

外国の方々をもてなすための多言語対応などが図られることによって、

まちの魅力・価値が全体として向上していくなど、オリンピック・パ

ラリンピック開催を契機としてスポーツ振興だけではなく、社会全体

に生み出される持続的な効果のことを指しております。 

  当市では、今後、高齢者の人口も増加傾向が続くことが見込まれて

おります。こうした状況を踏まえて、スポーツを通じた健康寿命の増

進も一つのレガシーになり得るのかなと考えております。 

オリンピック・パラリンピックを通じた魅力あるまちづくりに取り

組んでいくためにも、文化・教育・福祉・産業振興など庁内はもちろ

んですが、全庁的な取組みの可能性を模索し、実現できていけたらと

考えております。 

  雑駁ではありますが、企画政策課からの説明は以上となります。 
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○渡部市長 ありがとうございました。ご質疑やご意見は説明を受けて

から、いただけたらと思っております。 

  それでは、引き続きまして市民スポーツ課から資料の説明をお願い

します。 

○中澤市民スポーツ課長 それでは、市民スポーツ課におけるオリンピ

ック・パラリンピックに関する取組みにつきましてご説明をいたしま

す。 

市民スポーツ課での平成２８年度の取組みといたしましては、お手

元に配付しております資料２の１と２の２に記載しておりますことを

ご説明いたします。 

初めに、資料２の１についてご説明させていただきます。 

市民大運動会会場へのオリンピック・パラリンピック啓発ポスター

の掲示でございます。 

事業の概要といたしましては、来る１０月の９日の日曜日に開催を

予定しております第５２回の市民大運動会の際に、東京区政会館と東

京自治会館において、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の啓発を目的に常設展示をされております、久米川東小学

校の児童が作成をしました啓発ポスターと同じものを、運動会の会場

に展示したいと考えております。 

このポスターは、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開

催地の日本、あるいは東京の姿や地元の姿をテーマに久米川東小学校

の児童により描かれたものでございまして、市民大運動会に来場され

た多くの市民の皆様にごらんになっていただければと考えております。 

次に配付資料の２の２についてご説明いたします。 

オリンピック・パラリンピック啓発事業といたしまして、小学生を

対象とした体操教室を実施いたします。事業の概要といたしましては、

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機

に、地域スポーツの推進と気運の醸成を図ることを目的に、オリンピ

アンなどの現役トップレベルの選手をお招きして、体操教室を実施し

たいと考えております。 

対象は市内在住の小学生１００名程度を予定しておりまして、鉄棒

やマット運動などの指導と、講師による公開演技などをやってみたい

と考えております。 

あわせて、この教室が一過性のものにならないように、参加者と保
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護者には運動指導の様子、方法などを近くで観覧をしていただいて、

教室受講後も継続して運動するきっかけづくりもしていきたいと考え

ております。 

実施日時・場所につきましては、平成２９年２月１２日（日）の午

前中、市民スポーツセンターの第一体育室において実施したいと考え

ております。 

対象者につきましては、ただいま申し上げましたとおり、市内在

住・在学の小学生でございます。対象学年につきましては、現在検討

させていただいておるところでございます。 

体操指導内容については、マット運動、鉄棒、跳び箱、トランポリ

ンの４種目を今考えております。なお、公開演技ではマット運動とト

ランポリンをやっていただきたいと考えております。 

予算については２５０万円となっておりますが、東京都のスポーツ

振興等事業費補助金を２分の１活用させていただきますので、申請額

は１２５万円となっております。 

なお、講師につきましては現在調整しておるところでありますが、

先般開催されましたリオデジャネイロオリンピックにおきまして、ト

ランポリンの競技に出場されました男子個人で６位に入賞されました

伊藤正樹選手等オリンピアンにぜひ来ていただいて、ご指導いただこ

うかと考えております。 

スポーツ課からは以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  引き続きまして、今度は図書館からご説明をお願いします。 

○田中図書館長 図書館長の田中と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

図書館では、このたびのオリンピック・パラリンピックの理解促進

事業の普及啓発事業等を利用して、本を通してより多くの方に関心を

持ってご理解いただくための企画を提案させていただきまして、９月

議会にて補正予算をご承認いただいたところでございます。 

「本で知ろうオリンピック・パラリンピックと世界の国々」と題し

まして、図書館各館で関連図書を購入し、展示コーナーをつくって啓

発を行いたいと考えております。 

スポーツの魅力を伝え、興味を持つきっかけになる本だけでなく、

世界の国々の多様性に触れて国際理解を深めること。さらには、日本
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文化や地域の伝統文化を知ることで、日本を再認識できる本など蔵書

の充実を図り、展示を工夫してまいります。 

図書等の関連情報は来館者に貸し出しするほか、市内の小中学校で

のオリパラ教育に向けて、授業にも活用できるように特別貸し出し等

の支援を積極的に行う予定でございます。 

また、中央図書館に設置いたします展示用の本棚やブックトラック

等の備品や、窓口案内を多言語化するためのステッカーなど、補助金

を有効に活用してより効果の高いＰＲになるよう進めてまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  次は、オリンピック教育について指導室長から、青木さんお願いい

たします。 

○青木指導室長 指導室長の青木でございます。８月にリオで開催され

たオリンピック・パラリンピックでは、日本人選手が活躍するニュー

スが連日のように報じられ、本市の子どもたちにも大きな喜びや感動

を与えてくれました。リオ大会後は、いよいよ２０２０年の東京大会

へ向けた準備が本格的にスタートいたします。 

東村山市教育委員会では、資料４の１のとおり、「東村山市アクテ

ィブプラン ＴＯ ２０２０」と題しまして、体力の向上、国際理解

教育の推進、人権教育の推進という３つの柱を立て、平成２７年度か

らオリンピック・パラリンピック教育を推進しております。 

平成２７年度オリンピック・パラリンピック教育推進校は、化成小

学校、回田小学校、八坂小学校、萩山小学校、北山小学校、青葉小学

校、野火止小学校、久米川東小学校、東村山第五中学校の９校でござ

いました。 

資料４の２のとおり、これらの推進校ではオリンピアンやパラリピ

アンを招いて直接交流の機会を設け、児童生徒がトップアスリートの

技術や理論を学ぶとともに、夢を実現させるために努力し続けること

の大切さなど、オリンピアンやパラリピアンの生き方や考え方を学ぶ

ことができました。 

オリンピアンでは女子サッカーなでしこジャパンの現役選手、マラ

ソン選手、体操選手、また、パラリピアンでは車椅子バスケットボー

ル選手、ブラインドサッカー選手などのアスリートが子どもたちと直
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接交流いたしました。 

平成２８年度は市内全小中学校が東京都教育委員会のオリンピッ

ク・パラリンピック教育推進校の指定を受けております。平成２８年

度からは、東村山市オリンピック・パラリンピック教育推進委員会を

設け、国語や体育など各教科等との関連を図った教材を開発するなど、

さらなる推進を図っております。 

大きな柱の一つ、「体力の向上」では、オリンピック・パラリンピ

ックを題材にした授業モデルを開発しております。例えば、短距離走

の学習として、１００メートル男子の世界記録９秒５８の時間で児童

生徒がどれぐらいの距離を走ることができるか試したり、バレーボー

ルの学習として、パラリンピックスポーツであるシッティングバレー

ボールを学習として取り組んだりしております。 

また、各学校では体力テストの具体的な到達目標を決め、「１校１

取組み」、「１学級１実践」運動を実施しております。今後も児童生

徒が日常的に運動に親しめるよう各学校に指導・助言を行ってまいり

ます。 

２つ目の柱となります「国際理解教育の推進」につきましては、児

童生徒が他国の多様な文化を理解するとともに、日本人としての自覚

や誇りを意識させることを目指しております。 

資料４の３にございますように、東京都教育委員会の「世界ともだ

ちプロジェクト」事業の一環として、各学校がさまざまな国と交流活

動や調べ学習に取り組んでいるところです。 

具体的には中国や韓国、アメリカなどの外国籍の地域人材を講師と

して招いたり、さまざまな国の国土や生活習慣などについて調べ学習

をしたりしています。 

３つ目の柱となります「人権教育の推進」につきましては、これま

でも各学校におきまして、視覚障害者や身体障害者の介助体験などを

総合的な学習の時間などで取り組み、障害者理解教育を進めてまいり

ました。 

さらに、パラリピアンの卓越した技能や障害を乗り越えスポーツを

楽しむ心情などに触れたり、実際にパラリンピックスポーツを体験し

たりする学習を取り入れております。 

また小学校では、地域清掃、ユニセフ募金などの活動に参加するこ

とで、ボランティアマインドの育成を進めております。中学校でも、
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これまでも地域行事におけるボランティア活動に積極的に参加をする

よう促してきたところでございますが、平成２８年度はさらに、市内

中学校の生徒会が中心となり、東村山市の魅力を再発見し、自分たち

が地域にできること、いわゆるボランティアマインドを話し合い、生

徒会サミットや市民の集い等において、広く発信する取組を行ってま

いります。 

これまでオリンピック・パラリンピックは開催都市と国に大きな社

会変革をもたらし、人々に勇気と感動を与えてきました。東京大会を

子どもたちの人生にとってまたとない重要な機会と捉え、オリンピッ

ク・パラリンピック教育を全校で展開してまいります。 

社会に貢献し、東京そして日本のさらなる発展の担い手となる人材

を育成していくとともに、東京大会の経験を通じ、その後の人生の糧

となるよう、かけがえのない学習活動を子どもたち一人一人の心と体

に残していくことを目指し、各小中学校における取組を充実させてま

いります。 

以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございました。東京オリンピック・パラリンピ

ックに向けての現状等について報告をさせていただいたところでござ

います。 

都知事選挙で小池都知事が就任されて、ここで競技会場の変更等と

いったことも提起をされていて、これから４年間いろいろ紆余曲折が

あるのかなとは思いますが、せっかく同じ東京都内でこうしたビッグ

イベントが開催されますので、市としても先ほど各所管から申し上げ

たような形で取り組んでいきたい。 

一過性のスポーツイベントに終わらせるのではなくて、いろいろな

レガシーを残せるように、子どもたちにも、あるいは高齢化が進んで

いる中ですので、健康寿命を延ばせるような方向に持っていければと

考えているところでございます。 

今、説明させていただいたことについてご質問やご意見がありまし

たら、ぜひ委員の皆さんから頂戴したいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

すいません、口火を吉村委員から、世界的にスポーツについてはよ

くご存じの先生ですので、何かご指導があればよろしくお願いいたし

ます。 
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○吉村委員 いろいろご説明ありがとうございました。一つ一つ質問し

ていると、多分５時間ぐらいかかると思います。大雑把に、一番気に

なったのが、市長が言われましたように一過性のものであってはいけ

ないということがあります。 

例えば、体操教室の場合、有名な方を呼んで、それで小学校の児童

を１００名呼んで講演をやる。これはどこでもやるような企画かなと

思います。 

この話を聞いて思ったのは、その場に指導者を呼ぶということがぜ

ひ必要だということです。その指導者が各地域とか各学校に行って伝

達教育みたいなものをやる。だから、一過性でなくて、スポーツ都市

宣言をしている東村山市の特徴だと言えるようになるのではないかと

思いました。 

それから、オリンピックから学ぶのは多いです。小さいことを言っ

てもあれですよね。 

○渡部市長 いいえ、どうぞ。 

○吉村委員 いいですか。それから、アクティブプランは非常にいいと

思います。体力向上、国際理解教育の推進、人権教育の推進、まさに

このことを徹底してやるべきだろうと思います。 

この話を聞きながら、例えば、一つ思い出したのは、リオオリンピ

ックの４００メートルリレーを教材の一つにとって、その選手を呼ぶ

のではなくて、あの巧みなバトンリレーをどのように研究して、どう

いうふうに練習して、どういうふうに実際のオリンピックの場で成果

を出したのか。 

まさに日本人の匠の技を最大限世界に示したと思います。そういう

ものを聞き出していくとか。例えば、体操教室の場合だと、先ほど触

れましたが、有名選手が、トランポリンの選手がポンポンポンと跳ぶ

のをすごいと、テレビと同じものを見るだけなのです。 

それよりも、指導者と絡んで見ると、内村選手の総合力はどれほど

すごいことなのか。また、白井選手の専門性を鍛え上げていくことは

どれほど魅力的なことか、それを説明しきらないといけない。 

そうすると、そこで指導した人を呼ぶことのほうが、当市としては

非常に成果が上がっていくのではないかとちょっと考えました。その

辺、細かいことはやめさせてもらいます。指導者を呼んで、指導者を

受講生にしたらどうかという意見です。 
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○渡部市長 ありがとうございました。やはり吉村先生ならではのご指

摘かと思いますので、今後その辺、事務方は何かありますか。中澤さ

ん、どうぞ 

○中澤市民スポーツ課長 先生、ご意見ありがとうございます。先生が

おっしゃるように、そういった指導を地域におろしていくことも非常

に有効なことでありまして、すごく大きなことだと思っております。 

今回、ご提案を今考えているところでは、一過性のものにならない

ようにするために、参加者、保護者のレベルになってしまいますが、

その方々に間近で、遠くから見るのではなくて近くで実際見ていただ

いて、 

講師の先生もその選手だけではなくて補助で、指導者を補助で数名

呼ぶことも考えている中で、指導して、親御さんにも見ていただいて、

終わった後も親御さんからお子さんに「こうやってやるんだよ」とい

う指導をという流れをもって、一過性のものにならないようなアイデ

アとさせていただきましたので、今回このような形にさせていただき

たいと思います。 

これは、オリンピックまで啓発事業を続けていきたいと思っており

ますので、そのときに参考にさせていただきたいと思っております。 

○渡部市長 学校現場等はいかがでしょうか。指導者というと、先生方

のご指導をせっかく高いレベルの方に来てもらうということなので、

折に触れてそういう機会をつくっていただいたらどうかなと思います

が。 

○青木指導室長 なかなか有力選手の指導者となりますと、その方々も

引っ張りだこだろうという感じはありますが、ぜひ教員研修等で今後、

そういった指導者の指導方法などが学べる機会もつくれたらと考えて

おります。 

○渡部市長 よろしくお願いします。 

  そのほか、全体的なことでご質問、ご意見があれば。町田委員、お

願いします。 

○町田委員 いろいろ説明していただいて、これで本当に４年後の新た

なスタートが切れたのかなという感じがします。 

いろいろ話がある中で、私が今本当にあっと思ったことで申しわけ

ないですが、市民の、都民の気運を上げるということでは、それが一

番大切なのかなと思う中で、今ここで今年の２０１６年のいろいろや
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りますよとピンク色で描かれている部分がありますが、これから１７、

１８と続くのでしょうが、 

その企画のアイデアはどこから出てくるのかなというのはおかしい

ですが、決められた方たちがもちろん考えるのでしょうが、ぜひこの

辺のところの部分も市民の声というのではないですが、こういうイベ

ントがいいよと募集したら、より多くの意見を入れられる方法があっ

たらいいのかなと思いました。 

それを考えることによって、その人たちもオリンピックのことを考

えるようになりますし、またアイデアを集めるという意味では、皆さ

ん専門家だからいろいろと情報を集めてできていると思いますが、意

外と子どもたちの意見の中で、こんなおもしろいイベントが近所でも

できるかなというのが出るのかなと思ったので、アイデア募集とか市

民の声を入れて、組みやすいようなこともあったらおもしろいかなと

今思いました。 

以上です。 

○渡部市長  ありがとうございます。市民参加ということだと思いま

すが、その辺についてはこれから課題として考えていく必要があるか

なと思います。 

今回、リオデジャネイロオリンピックのフラッグセレモニーでは、

ご案内のとおり、回田小学校が、会場に行ったわけではありませんが、

映像として参加をされて、これも別に我々のほうからやってください

ということではなくて、学校や保護者の皆さんが自発的に参加しよう

という気運が高まって出られたそうで、出るに当たっては箝口令が敷

かれていたので、我々も直前まで知らなかったです。 

でも、世界に回田小学校がぱっと、ああいう形で出るのは大変すば

らしいことなので、いろいろなオリンピックに向けてアイデアを募集

して、市民の皆さんとともに取り組んでいくことが重要だと、私自身

も考えていますので、その辺はまた今後検討させていただければと思

っております。 

そのほか、いかがでしょう。教育長、お願いします。 

○森教育長 先ほど、吉村委員さんからアスリートを呼んでやるのはい

いけれども、指導者をぜひ育成してほしいというお話があって聞いて

いたのですが、やはり学校の教員、特に体育を指導している人間にぜ

ひ参加をしてもらいたいというのがあったんです、私としては。 
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  ですから、市民スポーツ課と連絡をとって、学校の先生ができるだ

け参加してもらえるような方向で進めていただけたらと思っています。  

  それから、一つ質問ですが、東村山市立小・中学校「世界ともだち

プロジェクト」というのがありますよね。これは、各学校が５カ国と

同じプロジェクトでやっていこうということだと思いますが、この情

報は教育長会でも私は東京都から伺っていたところですが、全然イメ

ージが湧かないんですね。 

具体的にどういう交流を進めていくのかというところ。わかる範囲

で具体的にどういうことなのか説明をいただけるとありがたいなと思

います。 

○青木教育部次長 東京都の事業で、平成２８年度「世界ともだちプロ

ジェクト」という事業です。東京２０２０年大会の参加予定国・地域

について、５大陸のバランスに考慮した５カ国を一つのグループとし

て、各学校がそのグループの中から選んで取り組んでいるところです。 

先ほどもちょっと説明の中にも申し上げたように、各国の調べ学習

をしたり、図書で調べ学習をしたり、その国の外国人との交流をした

りということで、調べ学習や交流活動などをしています。 

学校の廊下等にあります掲示板に子どもの作品ですとか、調べ学習

の成果などがコーナーをつくって掲示してあります。そういうことで

学習をして、校内に広げているということでございます。 

○森教育長 ありがとうございました。調べ学習が中心と捉えてよろし

いわけですよね。 

○青木教育部次長 そうですね。国の国土や文化などを調べたり、でき

れば交流学習をしたりしているということです。 

○森教育長 あと、この割り振りですが、各学校がここの国がいいとい

うことで選んだんですか。それとも機械的に割り振ったのか、その辺

は。 

○小林統括指導主事 統括指導主事の小林です。私からお話をさせてい

ただきます。こちらにつきましては、東京都教育委員会が第１カテゴ

リーから第５カテゴリーまで５つの国をグループに分けて示しており

ます。 

４７のグループを東京都教育委員会が示して、その中から各学校が

どのグループを希望するか、その希望調査を行って、東村山市の各学

校ではこちらの各グループを選んだという形です。東京都教育委員会
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が４７グループを示したうちを選択しているという形になります。 

○森教育長 ありがとうございました。では、あんばいよく比較的散ら

ばっているということですね。ありがとうございました。 

○渡部市長 そのほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。當摩

委員さん、何かご指摘があればお願いします。 

○當摩委員 本当に、それぞれのところから細かいご説明ありがとうご

ざいました。今、森教育長がおっしゃられたことを、私もどういうふ

うにやるのかなと思っていたのですが、今の統括のお話でイメージは

少しつかみました。 

私ごとですが、もちろん東京オリンピックのときは既に生まれて、

大分年をとっておりましたので、ちゃんと体験しております。それか

ら、２０２０年まで絶対元気で見届けなければいけないと思っていま

すが、実は１９８４年のロサンゼルスオリンピックのときに、主人の

駐在でロサンゼルスにおりまして、そのとき体験をしています。 

そのときは、子ども現地校に行っておりましたので、学校からの情

報等もあったし、日本語放送などの中でのいろいろな周知もあったの

ですが、このきょうの資料を見せていただきまして、ある意味隔世の

感があるんですね。 

やはりオリンピックということを、これだけさまざまなところに広

げて、そしてそれぞれのアスリートだけでなく、競技者だけでなくて、

それぞれの立場で、例えば、高齢者であっても子どもたちであっても、

また異文化共生できるとか、そういったことの中でまた日本の文化を

おもてなしをわかってもらうとか、すごく広がっているなという気持

ちがしております。 

  ロサンゼルスのときの一番の私の思い出は、住んでいたところの上

空をずっと１年ぐらいにわたって、グッドイヤーというタイヤメーカ

ーの気球が空をフワフワ舞っているのです。 

それが先ほどの回田小学校の絵ではないですが、なぜそれがそんな

に年中飛んでいるのかと思ったら、実は、オリンピック開会式では、

スピルバーグ監督のスターウォーズ並みの、ロケットマンが登場した

のです。それで、気球は宇宙船になる準備だったのです。だからそう

かと思って。どうしても気球のことばかり頭に浮かんでしまうのです

が。 

子どもたちにとっては今度の２０２０年に向かっての、特に子ども
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たちにとってどんな記憶が残るかはとっても大切な要素になるかなと

思います。総合的なさまざまな立場での理解ができることは、とても

すばらしいことだと思っております。 

それで、カテゴリーのことでもう少しお聞かせいただきたいのです

が、これはずっと継続することなのでしょうか、ということをお伺い

したいです。 

○小林統括指導主事 こちらにつきましても、ずっと４年間継続になり

ます。一応、東京都教育委員会に確認はさせていただいたのですが。

基本的には、継続してということで依頼が来ております。 

○渡部市長 それでは、小関委員さん、お願いいたします。 

○小関委員 東村山市アクティブプラン ＴＯ２０２０ということです

が、オリンピック・パラリンピック教育そのものの具体的な取組みに

合わせて、このアクティブプランは、オリンピック・パラリンピック

教育を通しての学校教育の充実ですよね。これがすばらしいなとまず

思います。 

オリンピック・パラリンピックだけではなくて、これが学校教育充

実の機会になると捉え方をしていただいているのだなということがよ

くわかりました。 

先ほど室長のお話の中でも、体育だけではなくて各教科等との連携

を図るというお話がありまして、これからカリキュラムマネジメント

が強く求められる時代ですので、これもすばらしいなと思いました。 

  一つぜひご検討いただきたいなと思うのは、この３つの柱の人権教

育ですが、東村山市の重点的な教育課題であるいのちと人権の教育の

推進があります。これまでいのちの教育は、長い間各学校が取り組ん

できたわけですよね。その取組みを一度整理したりまとめたりして、

このオリンピック・パラリンピック教育を通しての中に、もう一度位

置づけられないかなということでございます。 

  つまり、オリンピック・パラリンピック教育の中に、これまでやっ

てきた障害のある方や、あるいは外国の方、国際理解がありますので、

外国の方、さまざまな方とともに生きるということを東村山市は重点

的にやってきているわけです。 

そこで、いのちの教育とオリンピック・パラリンピック教育を一体

化させて、さらに総合的に進めるということが、当然やっていただい

ているのですが、目に見える形で２月の取組みのときに出てくるとい
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いなという気がしています。 

  子どもたちにとっては、オリンピック・パラリンピックはもうない

機会ですよね。この大事な機会に、さらにオリンピック・パラリンピ

ック教育だけではない形でという、これを一層充実させていただきた

いし、また学校にもそうした取り組みを求めていただければと思いま

す。 

○渡部市長 ありがとうございます。事務方のほうで何かありますか。

今の先生のご指摘。 

○青木指導室長 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、いのち

の教育は本当に限りがない教育であると考えております。本市も平成

１４年度から積み上げてきたものを、今回のオリンピック・パラリン

ピックという機会を活用して、何かまとめていけたらいいなと思って

おります。 

  本市は子どもたちに自尊感情をもたせ、自分を大切に、そして人を

大切にという教育も進めておるところでございますが、何かそういっ

たまとめる機会を教育委員会としても考えてまいりたいと思います。

どうもありがとうございます。 

○渡部市長 ありがとうございました。先生、どうぞ。 

○吉村委員 もう一回チャンスをいただいてありがとうございます。一

番ひっかかるのは、東村山市の一番下、レガシーの創出のところで、

観るスポーツから「する」スポーツへ。３０年前の定番で私は観るス

ポーツに加えて、「するスポーツ・読むスポーツ」ぐらいのほうがい

いかなと思います。 

特に、ここでオリンピック・パラリンピックと世界の国々ですので、

スポーツのいろいろな角度で楽しめるものだと思うので、その２つを

入れていただくのをぜひ検討してほしいというのが一つです。 

それから、その２つ目に健康寿命の増進。これもどこでもやってい

ます。大学院大学をつくろうという動きも幾つもあります。ですから、

この流れも大学と連携しながら最新の情報をキャッチされて、東村山

に合うものを取り入れられたらいいのではないかと思いました。 

  小さいことですが、大会開催気運の醸成の中で、名刺にエンブレム

を入れると確かおっしゃいましたが、その横にぜひ東村山市の特徴的

な絵も入れておいてもらうとおもしろいかと思いました。 

最後にキャンプ地の誘致ですが、これは物すごいです。私はご存じ
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のように、ソフトボールですが、横浜スタジアムでやるだけでなくて、

名古屋に持っていく、福島に持っていく、群馬に、福島だったら今手

を挙げているのは福島市だ、郡山市だ、いわき市だ、それでどこでや

るかというと、森さんが動いていく、ナンバー２の布村さんが動いて

いく、国会議員が動いていく、大変な動きがありますから、キャンプ

地の誘致には皆さん負けずによろしくお願いいたします。 

以上です。 

○渡部市長 ありがたいご指摘をいただきましたので、このレガシーの

記載につきましては、企画のほうでもう一回検討していただいて、ど

ういうふうに記載をしていくか検討をお願いしたいと思います。 

それから、オリンピックのロゴマークの使用についても、単体でな

くて東村山としての使い方をうまく検討していただくといいかなと思

っております。 

キャンプ地の誘致については、今の吉村先生からのご指摘のとおり

で非常に過熱して、なかなか一自治体だけで何とか、うちぐらいの規

模のまちですとなかなか厳しいところが正直あります。 

やっぱりお金を持っていて、物すごい国際競技ができる、そうした

スポーツ施設を保有しているところが断然有利でありますので、うち

として、どういう国というか、どういう種目が誘致できるのか。そこ

にはいろいろ自治体の力だけではなくて、地元選出の国会議員さんを

初め、多くの方、吉村先生も含めて国際的に著名な方にいろいろとご

指導、ご協力をいただいて何とか少しでもできればなと考えていると

ころでございますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  私のほうから何点か質問というか、指摘として事務方で検討をお願

いしたいなと思っています。 

一つは、レガシーに関して、今、吉村先生からの指摘がありました

が、健康寿命の延伸が当市でも大きな課題になっているので、今後、

高齢介護課や健康課にも、オリンピックまでにどういう取り組みをす

るのか、少しロードマップを考えてもらって、高齢者のスポーツ人口

をどうやってふやすか。 

スポーツと言っても単にウォーキングしていただくとか、あるいは

ラジオ体操とかでも本当にいいと思います。競技スポーツをやられる

方ももちろんいらっしゃいますが、全く何も体を動かすようなことを

していない方々を、どれだけオリンピックを契機にして、具体的なそ
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うした体を動かす、そういう活動を日常的にしていただけるかが結構

これから大事なことになるのではないかと思いますので、そこはぜひ

考えていただきたい。 

所管がきょうは来ていませんが、また考えていただく必要があるか

なと思います。 

  もう一つは、障害者の理解ということでしたが、障害者自体のスポ

ーツをどう振興していくか。うちのスポーツ施設はバリアフリーにな

っている部分もあれば、まだなかなかなっていないところもあって、

今後障害者の方々が一々国立まで行かなくても、ある程度のことは市

内でやれるようにしていく必要はあるのではないかと感じています。 

とはいえ、都の施設並みのものをつくるわけには当然いきませんか

ら、既存の施設で手直しをしながらバリアフリーをどう進めていくか

は、これはやはりオリンピックに向けて市として考えていかなければ

ならない課題かなと思っています。 

あわせて、これは前回のときに議題とさせていただいた公共施設の

再生問題と結びつけて、今後老朽化しているスポーツ施設も数多く当

市の場合はあるので、それらの再編整備をどうしていくのかを考えて

いく必要があるのかなと思っています。 

それと、これも所管に宿題ばかり出して申しわけないですが、当市

のいわゆる市民スポーツは、体協さんが競技スポーツをやられて、あ

と身近な導入部としては１３町の体力づくり推進委員会が基盤になっ

て進めていただいているわけで、この時期になると各町で運動会をや

って、また今度９日に市民大運動会、こんなに運動会をやっているま

ちは多分、全国そんなに。 

これは、私はむしろ東村山市の誇るべき伝統だと思っていますが、

その基盤である体力づくり推進委員会も、町によってはかなり高齢化

が進んでいらっしゃって、なかなかあとが続いていかない。これらを

どう考えていくか。 

これはオリンピックがあるから考えるということではもちろんない

ですが、その辺も今後どうしていくのかは、東村山市のスポーツ都市

としての歩みを考えると、体協さんと体力づくりの二本柱をどうこれ

からも進めていくのかについて、市としての考え方を持っていく必要

があるのかなと思っておりますので、そこも直接オリパラには結びつ

きませんが、検討していただく必要がそろそろあるのではないかと思
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っております。 

  あと、きょうご提案いただいたアクティブプランの中の体力の三本

柱はすばらしい内容だと思いますが、私が特に注目したいと思うのは、

体力の向上ということで、今子どもたちの中でも体育について二極化

しているとよく言われていて、物すごくやる子は一生懸命野球をやっ

たりサッカーやったり。 

あるいは、子どものときから体操をやったり、スイミングクラブへ

行って、将来アスリートを目指して頑張っているような子どもさんも

いれば、我が家のことを申し上げて恐縮ですが、うちの子どもとかは

本当に体育が苦手で、体育嫌いの子どもで、夏休みに鉄棒の練習をさ

せに学校へ連れて、小学校のときですが、行ったら泣き始めるぐらい

で、私も匙を投げた経験があります。 

本当に体育が嫌い、苦手で、運動会が近づくと憂鬱という子どもさ

んも結構いらっしゃるという声は、私も聞いているので、そういった

体育嫌い、体育苦手な子どもたちに、どうスポーツのおもしろさとい

うか、楽しさ、体を動かすことの大切さを知らせていくかは、日常的

に小学校。中学校で先生方もご苦労さまされていると思いますが、今

回のオリンピックをてこに、少しでも子どもたちの体育嫌いをなくし

ていくことが、すごく私は将来にわたって、健康維持増進していくた

めにも大事ではないかと思います。 

健康寿命を延ばすといっても、いきなり高齢になってからではなく

て、若いうちから適度な運動をずっと重ねていくことが本当は重要だ

と言われていますので、子どものときに体育嫌いになってしまうと、

なかなかうちの子どもたちを見ていても、大人になっても休みは家の

中でゴロゴロしてテレビゲームをやってるみたいな、このままでは若

死にするのではないかという思いもするぐらいです。 

本当は体を動かす習慣を子どものときからつけておくのは大事だと

思いますので、少しいろいろな事例を研究していただいて、東村山市

として算数については、基礎ドリルを全国に先駆けてつくった東村山

教育委員会ですから、体育もうまくそういうことができないかなと思

っていますので、先生方で、英知を結集していただけるとありがたい

かなと思っております。 

私からお願いやらで恐縮ですが、今後全庁的にそういう意味でオリ

ンピック・パラリンピックを契機にしながら、スポーツ都市として歩




