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平成２８年度第４回東村山市総合教育会議録 

 

○平成２９年２月２日（木）東村山市役所北庁舎１階第２会議室に招集した。 

○出席委員は以下のとおりである。（５名） 

 渡部 尚、森 純、當摩 彰子、吉村 正、小関 子 

○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 健康福祉部長 山 口 俊 英 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 生活福祉課長 黒 井 計 子 

教育部次長 青 木 由美子 生活福祉課主査 谷 知 彌 

統括指導主事 小 林 宏 経営政策部長 小 林 俊 治 

庶務課長 清 水 高 志 経営政策部次長 瀬 川 哲 

子ども家庭部次長 田 中 宏 幸 企画政策課長 安 保 雅 利 

子育て支援課長 榎 本 文 洋 企画政策課主査 東 要 介 

○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 教育の諸課題について 

   「教育と福祉との連携・取組みについて」 

 ４ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 皆さんおはようございます。ちょうど定刻になりましたので、た

だいまから平成２８年度第４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、誠にありが

とうございます。 

 早くも今年に入りまして、１月も過ぎて、２月ということでございますが、

今年もよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題に入ります前に、本日の会議のご案内を事務局からお願いし

ます。 

○安保企画政策課長 改めましておはようございます。事務局を務めます企画

政策課の安保でございます。本日の会議についてご案内申し上げます。 

 委員の皆様には事前にお伝え申し上げておりますが、本日の教育の諸課題に

つきましては、「教育と福祉との連携・取組みについて」を取り扱わせていただ

きます。 
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 その関係で、市長部局担当所管でございます健康福祉部並びに子ども家庭部

の職員が同席させていただいております。あわせて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、「学習支

援事業について」の資料。 

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３回

東村山市総合教育会議の会議録でございます。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ませ。 

 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、資料がよろしいよ

うなので、本日の傍聴についてお諮りさせていただきます。 

 本日の審議内容につきましては、事前通知にございますように、特段の非公

開情報はないというふうに判断をいたしておりますが、改めて傍聴人の入場を

許可いた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。 

（ 異議なし ） 

○渡部市長 ご異議ございませんので、本日は傍聴を可とさせていただき、ま

た、会議途中でも傍聴希望者が来た場合には、順次入場を許可いたしたいと思

いますが、これにつきましてもご異議ございませんでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○渡部市長 異議がございませんので、会議途中でも順次傍聴人の入場を許可

いたしたいと思います。 

 それでは、事務局より傍聴人の人数の報告をお願いいたします。 

○安保企画政策課長 現在、８名の方がいらっしゃっております。 

 それでは、入場させます。よろしくお願いいたします。 

○渡部市長 それでは傍聴人の入場を許可いたしますので、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前 ９時０３分 休憩 

 

午前 ９時０５分 再開 

 

○渡部市長 会議を再開いたします。 

 傍聴者の皆様にお願いを申し上げます。傍聴に当たりましては、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」の内容を遵守いただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは、会議に入らせていただきます。 
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改めて、皆様おはようございます。教育委員会の皆様には、大変お忙しい中

平成２８年度第４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。 

 既にご案内のように、昨年１２月に長きにわたって教育委員をお務めいただ

きました町田豊氏がご勇退をされまして、新たに佐々木洋子氏に議会のご同意

をいただきまして、過日、教育委員の任命をさせていただいたところでござい

ます。 

 本日は、佐々木委員にとりまして初めての総合教育会議ということで、ご挨

拶いただく予定だったのですが、残念ながらインフルエンザにかかってしまっ

たということで、本日欠席のご連絡をいただいております。ということで、今

日はちょっとこのメンバーでやらせていただくことになりますので、１名少な

いので、是非各位から活発なご意見・ご発言をお願い申し上げたいと思います。 

 後ほど、もしかすると事務局からお話があるかもしれませんが、今、市内の

小中学校でも非常にインフルエンザが流行して、学級閉鎖がふえているという

ことが、昨日の青少年問題協議会で報告があったところでございますので、是

非お互いインフルエンザ等には注意をして、元気で健康で頑張ってまいりまし

ょう。よろしくお願いします。 

 それでは、早速、次第に沿って進めさせていただきます。教育の諸課題につ

いてということで、前回につきましては「オリンピック・パラリンピックに関

する取組みについて」を議題とさせていただき、事務局から報告をさせていた

だいて、委員各位からいろいろご意見をいただきました。 

 本日の教育の諸課題につきましては、「教育と福祉の連携・取組みについて」

を議題とさせていただきます。昨年度、東村山市教育施策の大綱をこの総合教

育会議で策定をさせていただきました。その中で、教育施策の大綱では、東村

山市の特色・特性を生かし、子どもが安心して意欲的に学べる質の高い教育環

境を推進する、生きる力を育む応じた学校教育を充実する、子ども一人一人に

応じた支援を充実する、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・スポーツ・学習活動を充実する、の五つの大きな施策に基づき、総

合的に教育施策を推進することといたしております。 

その中でも、子どもが安心して意欲的に学べる質の高い教育環境を推進する、

子ども一人一人に応じた支援を充実するという施策の方向性につきましては、

やはり教育委員会だけではなくて、市長部局、特に福祉分野との連携が不可欠

であるということで、今回の議題に入れさせていただいたところでございます。 

 今年度のスタートから、相談体制につきましては、一元化ということで子ど

も相談室がスタートしたところでございますが、当然そこには福祉的な視点と

いうのが必要になってまいります。今回は教育と福祉という観点で、近年特に
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子どもの貧困ということが大きな社会問題になっているところでございまして、

市としても、それに向けては、既に市長部局、健康福祉部の中で一定の事業を

推進させていただいておりますことから、今日はその取組みについて、市長部

局、また教育委員会、それぞれから報告をさせていただき、教育委員各位から

いろいろとご意見をいただいて、より教育と福祉の連携を浮かべながら、先ほ

ど申し上げたように、子どもが安心して意欲的に学べる質の高い教育環境の推

進と、子ども一人一人に応じた支援の充実をさらに来年度に向けて図ってまい

りたいと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、まず、本件に関しまして、健康福祉部の生活福祉課より説明をお

願いいたします。 

○黒井生活福祉課長 おはようございます。生活福祉課長の黒井でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

私ども生活福祉課は、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度を担当してお

ります所管でございます。本日は、教育部とも連携をとらせていただき実施し

ております学習支援事業の取組みについてご説明させていただきます。 

 お手元の資料をごらんください。それでは、資料を１枚おめくりください。

まず、福祉施策として行っております学習支援事業とはどのようなものなのか

ということについて、説明させていただきます。 

平成２７年４月より、生活困窮者自立支援法が施行されまして、全国的に生

活困窮者に対する相談窓口を設置することが義務づけられました。それにより、

「東村山市くらし・しごとサポートセンター」、通称「ほっとシティ東村山」を

開設いたしました。生活困窮者に対する自立相談支援に加えて、各自治体、そ

れを地域の実情に合わせて実施する任意事業についても生活困窮者自立支援法

に定められております。その任意事業の一つとして学習支援事業が位置づけら

れており、こちらも委託により、平成２７年４月より学習支援事業を開始して

おります。 

東村山市の学習支援事業は、対象を市内在住の要保護者世帯と準要保護世帯

とも中学生を対象になっております。この事業は、困窮世帯の中学生を対象と

しているという事業の性質上、周知方法への配慮が必要なため、ホームページ

やポスターなど公に周知することはせず、対象となる世帯にのみチラシが届く

ような方法で募集を募っております。具体的には、要保護世帯については生活

保護のケースワーカーを通して、また、準要保護世帯につきましては、学務課

協力のもと、就学援助の決定通知にチラシを同封してお知らせをしております。 

支援方法は、１日２時間を１コマとし、月曜から土曜日まで開設しておりま

す。このうち、水曜と土曜につきましては、それぞれ２コマずつとし、合計８

コマから希望の２コマを選択し、利用していただいております。子どもたちは
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自分たちでテキストや参考書など勉強したいものを持ち寄り、学習を行います。

事業を運営するコーディネーターの役割の学習支援員のほか、学生ボランティ

アを活用しております。学習ボランティアは、わからないところを教えるだけ

ではなくて、年齢の近い、よりよい話し相手として子どもたちの悩み事などを

吸い上げてもらっております。 

 次のページをごらんください。学習支援事業の狙いについてご説明します。 

 家庭の経済格差が子どもの教育格差を生み出すことを防ぐ、これを基本理念

に四つの目標を掲げております。 

１、基礎学力の向上、２、学習習慣の確立、３、社会的居場所の創設、４、

社会経験の積み上げです。 

一般的な学習塾とは異なり、あくまで福祉的な学習支援の場でありますので、

学習だけではなく社会性を学ぶことで、将来のキャリアを描くことができるよ

うな支援に努めております。最終的には、貧困の連鎖を断ち切ることを目指し

て、一人一人の子どもに合わせた学習計画と対応についての配慮を重視して支

援を行っております。 

具体的な取組みの様子を少し申し上げますと、例えば、家庭環境や育成歴に

起因する問題などにより、座席の位置にこだわりを訴える子どももいらっしゃ

います。ですので、一人一人が集中して学習できるよう、座席や担当する支援

員については常に配慮をしております。また、進学塾のような主要科目だけの

学習指導ではなく、さまざまな科目の学習をしております。例えば、宿題で出

された美術の絵を描いていたり、職場体験や校外学習の計画などを作成してい

るお子さんもおります。子どもからの要望があれば受験に向けた面接の練習を

行うこともあります。社会性を学ぶこととして、身近な年上の学生ボランティ

アと接することであったり、また定期的にイベントを開催し、経済的に困窮し

ているため家族のイベントなどを体験することが困難なお子さんたちに、季節

の思い出づくりなどの経験を積めるような支援を行っております。 

 さらには、保護者との定期的な連絡や関連機関との連携を大切にしておりま

す。保護者に対しては、退所していくお子さんの様子を伝えたり、保護者から

は家庭での様子について情報をいただいたりしております。こうしたやりとり

を重ねていく中で、家庭の経済状態についての相談につながることもありまし

た。昨年では、保護者の方に対して、「ほっとシティ東村山」での就労支援を実

施し、その結果、就労に結びつけた方もありました。 

関係機関の連携では、月に一度、指導室、子ども教育支援課と情報共有や対

応について協力を行っております。こうした場は、子どもとその世帯に対する

支援方針を確認したり、見守り体制を整えていく上で非常に重要な役割を果た

しております。 
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 次のページをごらんください。続きまして、昨年度の学習支援事業の実績に

ついてご報告いたします。 

 登録者総数は１０３名、１日平均来所者数は１０．６１名、来所総数は２，

８４４名でした。各中学校の分布、男女比は資料の円グラフのとおりで、ある

程度バランスよく分かれているのではないかと思います。 

イベントは、昨年は５回実施しまして、後半になるほど参加者が多く集まり

ました。機会を重ねるごとに、子どもたちが仲よくなり、子どもたち同士でイ

ベント参加を誘っているという姿も見受けられるようになりました。 

テスト前には、子どもたちから週２回の出席日だけでなく、ほかの曜日も学

習したいという要望が多くなり、出席者数も増加いたしました。また、中には、

小学校の復習が必要なお子さんがおり、指導室よりいただいた東村山版算数基

礎ドリルが基礎学力の向上に大変活用させていただいております。 

年度末に行った保護者からのアンケート結果によりますと、前向きになって

勉強に対して少し意欲が出てきた、あるいは、勉強をすれば成績が上がるんだ

なという自信がついたようです。そしてまた、学校を休んでいて勉強のおくれ

や不安があったけれども、自分の居場所を見つけ、だんだんと自信が持てるよ

うになってきましたという保護者からのさまざまな声が寄せられ、職員の励み

にさせていただいたところです。 

 ちなみに、今年度は１１月末日までに既に登録者数１０５名、１日平均来所

者数１５．５名、来所総数が２，９６７名と昨年度を上回るにぎわいを見せて

おります。 

 次のページをごらんください。最後に、学習支援事業の課題について述べさ

せていただきます。 

 昨年度よりこの事業を開始し、見えてきた課題は、大きく３点ございます。 

一つ目の課題は、問題を抱える子どもたちの対応についてです。例えば、発

達障害を抱えたお子さんなどに対する個々の対応、あるいは支援中に子どもた

ちから出てきた悩みなどへの対応についてのことがございます。あくまで、福

祉施策としてのチームであるため、教育部、子ども家庭部との連携なくしては

支援ができません。その対応策として、関係諸課との連携強化のため、先ほど

申し上げましたが、月に一度、指導室、子ども教育支援と情報共有や対応につ

いて協議を行っております。その協議を行ったことで、希望学級や教育相談、

ソーシャルスクールワーカーへつながるケース事例も出てきております。また、

家庭での問題については子ども家庭支援センターとも連携を図りながら、支援

をしております。今後も、それぞれ連携と所管を超えた協力体制を確立してい

くことが課題となっております。 

 二つ目の課題は、支援を行う上で、居場所支援と基礎学力の向上や学習習慣
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の確立とのバランスが難しいということです。具体的には、学習態度が余りよ

くない一部のお子さんたちに対しても、勉強に向かわせることを優先するべき

なのか、あるいは居場所支援として来所しているだけでもよしとするのか、そ

の辺のバランスをとりながら支援していくことは非常に難しく、支援していく

上での課題となっております。 

 最後に、この事業の最終目標である貧困の連鎖を断ち切るためには、中学時

だけでの支援ではなく、その先の将来、就労につながっていく支援体制の構築

が福祉施策としての今後の課題と考えております。現状では、中学卒業後は、

途端に子どもたちの居場所がなくなり、例えば高校中退やその後の進路に悩ん

だときの支援の体制がないので、その問題が浮き彫りとなっております。福祉

的な側面から、学習支援の延長として将来のキャリアを形成していくことを目

標とした支援が、貧困の連鎖を断ち切るために必要ではないかと考えておりま

す。これらの課題を踏まえながら、当市の学習支援事業をさらによいものに発

展させていけたらと考えております。 

 私からの報告は以上とさせていただきます。 

○渡部市長 ありがとうございます。事務局から、まとめて一応報告受けた後

にご質問・ご意見をいただきたいと思いますので、続きまして、指導室のほう

から報告お願いしたいと思います。 

○小林統括指導主事 おはようございます。指導室統括指導主事の小林から、

今、所管のほうからお話がありました指導室と所管との連携についてお話をさ

せていただきます。 

 指導室では、月１回、情報共有を行っております。学習支援というところか

ら、指導室として大きく２点、学習支援事業担当者と情報共有をさせていただ

いております。 

１点今お話もございました、学習支援事業に参加しているお子さんが学習す

るに当たっての教材についてです。学習支援事業に参加してくる子どもたちは、

学校での宿題を取り上げたり、あるいは学校で活用しているドリルを使って勉

強をしたりというケースが多いと伺っています。また、基礎学力をしっかり身

につけるために、不登校傾向にあるお子さんも多く通っているということです

ので、基礎学力を定着するに当たって、指導室で作成しました算数基礎ドリル

を活用していただいています。 

 今年度は、中学校版の数学基礎ドリルが完成する予定でございますので、そ

ちらも改めて所管のほうに情報提供をしながら、ご活用いただこうと思ってい

ます。また、所管のほうでは各学校で使っているドリル等がありますので、先

日もそれぞれの中学校でどのようなドリルを使っているか、所管のほうも事前

にそのドリルを収集して、子どもに教えます。中学校になりますとかなり難し
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い問題も出てきますので、そういった各学校の教材がどのように扱っているの

かということも、情報提供をさせていただきながら、学習支援に役立てていた

だいているというところがいろいろあります。 

 ２点目は、指導のあり方、指導方法についてです。 

不登校傾向のあるお子さん、あるいはお話にもあったようになかなか学習に

意欲的に、前向きに向かないお子さん、あるいは特別な教育的支援が必要なお

子さん、特別支援学級等から来ているということもございますので、その指導

方法について情報共有をさせていただいております。 

 先日、所管の職員の皆様が指導のあり方についてぜひ参考にしたいというこ

とで、希望学級での指導状況なども参観していただきながら、実際に学習支援

事業での学習支援に活用していただいています。また、学習指導については、

指導室が担当して情報共有しておりますが、不登校傾向のお子さん、特別な教

育的支援が必要なお子さんがいらっしゃるものですから、子ども教育支援課が

所管しております、スクールソーシャルワーカー、または子ども相談室や希望

学級とも情報共有をして、必ず月１回、学習支援事業の会議には指導室の指導

主事並びに子ども教育支援課長も同席しながら、情報の共有を行っているとい

う現状でございます。 

 以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございました。 

今度は再び市長部局に戻りまして、今度は子ども家庭部のほうから報告をお

願いしたいと思います。子育て支援課長お願いします。 

○榎本子育て支援課長 おはようございます。子育て支援課長の榎本です。よ

ろしくお願いします。 

 早速ご説明をさせていただきたいと思います。 

子育て支援課の教育部局との連携・取組みについて報告をさせていただきま

す。当課は、母子保健法に基づく健康診査・相談及び保健指導に関する実務を

担う母子保健係と、子どもの虐待対応や教育困難家庭の支援を行う子ども家庭

支援センターの二つの係に分かれております。両係とも、教育部、特に指導室

や子ども・教育支援課の子ども相談室と日常的な連携を図っており、同じフロ

アで専門職やケースワーカーが一緒に働いていることから、日ごろより顔の見

える関係を築けて、円滑な情報共有が可能となっている状況になっております。 

具体的な連携・取組み内容につきましては、まず当課の母子保健係は、今年

度より妊娠から出産、子育て期まで切れ目のない支援を行う事業を、「ゆりかご

ひがしむらやま」というふうに呼称させていただきましてスタートをしており

ます。 

本事業につきましては、母子保健コーディネーター、助産師さん、保健師さ
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んが中心になるのですが、母子健康手帳交付時の妊娠期から保護者とのかかわ

りを密接に持つことで、母子を取り巻くさまざまな健康課題や相談にお応えし

ていくものでございます。相談内容は非常に多岐にわたりまして、当課の専門

職が保健指導を担っておりますが、当然、子どもが成長するに伴いまして、言

葉のおくれですとか、授業中でさまざまな、集中力がないといった行動や心身

の発達等に伴う相談が非常に多くなっております。当然そこには、心理職の方々

の見立てが必要不可欠となることから、健康のご相談をされるケースが近年非

常にふえております。 

 また、各健康診査時において気になるお子さんがいた場合や、月に１回乳幼

児発達健康診査等とか、子ども相談室の職員の方にも協力をいただきまして、

心理職の方の視点から診立てをしていくことで、早期の支援につながるところ

でございます。 

 次に、子ども家庭支援センターとの連携・取組み内容ですが、近年全国的に

子どもの虐待事例や養育困難家庭が増加しており、当市におきましても例外で

はなく、相談件数が年々増えている現状がございます。市内の小中学校に在籍

している子どもの虐待対応等につきましては、内容の把握やその後の支援によ

って各小中学校、指導室、子ども・教育支援課とも連携が不可欠となっており

まして、個別のケース検討会議を通じて、さまざまな視点から議論し、支援方

針の共有を図っております。 

養育困難家庭の支援につきましては、保護者とのこれまでのかかわり方や家

庭のさまざまな状況を把握するために、一番把握しております各学校からの情

報提供をお願いすることが非常に多く、その情報が今後の支援方針を決定する

際に、非常に大きな影響を及ぼすことがございます。子ども自身が大きな問題

を起こしたケースや保護者の方が精神疾患を伴っている場合には、支援方針を

決定する際にこちらがやはり心理職の方々の診立てが必要な場合もございます。

その際にも、子ども相談室と連携しながら対応しております。 

 逆に子ども相談室より、養育環境ですとか心配なケース、また虐待が疑われ

るケースについては、適宜子ども家庭支援センターのほうで相談を受けており

まして、子ども家庭支援センターの職員が初めて面談するときや訪問する際に

は、子ども相談室の担当職員の方に同席・同行してもらうことといったことも

積極的に行っております。 

子ども家庭支援センターは、地域の関係機関などが子どもやその家庭に関す

る情報や考え方を共有し、適切な連携のもとで対応することが重要であるため

に、児童福祉法で規定されている要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協

を随時開催しております。その会議にも出席をいただき、情報共有や支援のあ

り方等について連携し、協議をしているところでございます。 
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 最後に、日々現場を担当する所管として感じることは、幼児相談室と教育、

相談室の一元化に伴い、連携がよりスムーズになったと感じております。同じ

ケースの対応におきましても、教育的な視点と福祉的な視点、先ほど生活福祉

課のほうからもご説明がありましたが、さまざまな視点から支援方針を検討す

ることで、担当者のケースに関するさまざまな情報の共有が図れるほかに、支

援方針についても複合的な診立てが可能となることから、その後の支援が円滑

に進むといったケースが増えているのではないかなと感じております。 

 私からはここまでになります。 

○渡部市長 ありがとうございます。子ども支援、子ども家庭支援センターと

の連携について指導室のほうから何かありますか。 

○小林統括指導主事 指導室と子ども家庭支援センターとの連携につきまして

は、特に家庭環境に課題のあるお子さんの対応については、随時連携を図らせ

ていただいております。 

学校も頻繁に家庭に問い合わせておりますが、不登校傾向でなかなか連絡が

つかないというケースも多々ございますので、そういったことで子ども家庭支

援センターの職員の方の協力を仰ぎながら、また学校としても家庭訪問という

試みはしております。通常授業のある平日・日中ですとかそういったときでも

子ども家庭支援センターとつながって、保護者とアポイントをとっていただき

ながら学校につなげていただく、あるいは子ども相談室につなげていただくと

いう連携を図らせていただいております。 

○渡部市長 ありがとうございました。ちょっと子ども家庭支援センター関連

の資料がなくてすみません。 

今日は、生活困窮世帯のお子さんの学習支援ということと、あと養育困難と

いうか、養育に課題のあるご家庭のお子さんの、どちらかというと緊急的な場

合も含めての支援という２点から、教育と福祉の連携について今行っているこ

とについて事務方から報告をさせていただきました。 

 学習支援につきましては、担当課長あまり自画自賛しませんでしたけれども、

多摩地域で学習支援事業を行っているのは今２０市弱くらいですかね。１８市

くらいあって、各市で行っているお子さんの総数で言うと、３００ちょっとだ

ったと思いますが、そのうち当市だけで学習支援しているお子さんが１００と

いうことで、当市は非常にうまくいっているというか、もともとそういった、

当市の場合、生活保護受給世帯とかあるいは要保護のご家庭の母数が多いとい

うこともあるのですけれども、非常に福祉所管と教育所管がうまく連携がいっ

ていて、お子さんが、年間登録者数が１００名を超えているということで、去

年２７年度について基本的に全員志望した進路に全て進学・就職ができたとい

うことでよろしいのでしたっけ。 
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○黒井生活福祉課長 昨年度ですが、卒業生２９名中２８名が高校に進学しま

して、１名につきましては就職を希望しておりましたので、その進路に決まっ

たということです。 

○渡部市長 ということで、２７年度からスタートした事業ですけれども、非

常に大きな成果を今上げつつあるということであります。一方、子ども家庭支

援センターの子育て支援課のほうが所管しているほうについては、虐待とか相

談件数がうなぎ登りで、ちょっとこれからマンパワーも含めて体制強化をしな

ければならないというのが、我々にとっても大きな課題かなというふうに思っ

ております。 

 以上、報告が終わりましたが、何かご質問・ご意見がありましたらお願いし

たいと思います。 

 どうぞ。 

○吉村委員 健康福祉部、そして子ども家庭部の皆さんに大変お世話になって

おりまして、教育部としては大変感謝を申し上げたいところでございます。 

今、学習支援事業についてお話があった中で二つほど伺いたいと思ったので

すが、もちろん学習支援をしていくのもそうなんですけども、講師が若いこと

もあって話し相手として子どもたちの悩みなどを聞くこともあるというお話が

あったのですが、具体的にどんな相談があるのか、差し支えがなければ教えて

いただければと思います。それが一つです。 

 それから二つ目は、学習支援の実績のグラフがございますが、そのグラフに、

その他２％とあります。一中から七中まではわかりますが、その他というのは

何なのかなということを。よろしくお願いします。 

○黒井生活福祉課長 答えさせていただきます。 

まず１点目の悩みの内容ですが、お子さんから出てきた悩みとしては、学校

でお友達とけんかしてしまったとか、あるいは帰っても家に親がいないという

ようなことをつぶやいたり、そういったことを年齢の近い学生のボランティア

さんに言っているというふうに聞いております。 

 あと、グラフのほうの、その他ですが、これに関しましては私立の中学校と

いうことで、その他というふうに位置づけています。 

以上です。 

○渡部市長 そのほかご質問・ご意見ございますか。いかがでしょう。 

 はい、吉村先生。 

○吉村委員 ご説明ありがとうございました。大変な事業であると聞かせてい

ただきました。 

でも最後に市長さんがまとめられて、要保護の方もうまくいっている、進学

も２９名中２８名決まって、１人就職、これはすごいことだと思います。であ
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るにもかかわらず、今ここで議論しなきゃならないのは、今後の課題がかなり

あると思います。それを取り上げてほしいなというふうに思います。 

 その例というか、感じたことを述べますと、対象者がばらばらです。生徒の

レベルがでこぼこです。そういう人たちを指導するは難しい。そこで、学生の

ボランティアを使う。むしろ年齢を見たときに一番心配なことというのは、学

生ボランティアできちんと指導できるんだろうかという心配でした。ですが、

今のところうまくいっているというのは神わざだなと思ったりしています。少

なくとも職員の方の指導がすばらしいのだろう、いい人が担っているのだろう

と推測します。 

でも今後は、やっぱり難しいのかなと。これを始めたときの学生というのは

大体教員がいい学生を送るんです。それとボランティアというのは、学生は余

り責任を持たないと思います。こういう大事な事業には、学生であっても手当

を少しつける必要が将来出てくるかなと。お金は、本当に安いお金でいいので

す。で、仕事をする意識というのをしっかり持たせていく必要性があるのかな

というようなことは考えました。 

二つ目は、私のほうが信用しているのは経験者なのです。教師経験者とか、

いい家庭をおつくりになっているお母さん方とかお父さん方とか、そういう

方々をどう市で吸い上げていくか。以前私、教育委員の前に社会教育委員をや

らせてもらいました。あのときに人材バンクというのをスタートさせたと思う

のですよ。あれは現在どのようになっているのか、充実しているのか。それを

充実させて、そこからいい指導者をこういうところにあてがって、見事な指導

支援が必要なのではないかと思いました。 

ちょっと思いついたことばらばら言いましたけど、申し上げたことについて

幾つかお答えいただけるとありがたいと思います。 

○渡部市長 よろしいですか。 

 今の段階でお答えできる議論の内容と、人材バンクの関係は教育のほうでお

答えいただかないと、多分生活福祉課じゃ全くわからないと思うので。 

学生さんと、この事業自体は、実は委託してお願いして、委託している事業

所さんがボランティアの学生さんを確保しているという状況なんでね。その辺

ちょっと説明してください。 

○黒井生活福祉課長 学生ボランティアにつきましては、その委託業者のほう

で近隣の福祉大学との強いパイプを持っているという事業者ですので、まずは

そこから学生を募るというような形をとっております。そして、学生ボランテ

ィアで事業を行うと考えましたのは、福祉的な側面からの支援ということも重

視しておりますので、学力の向上というのはもちろんございますが、子どもた

ちの居場所ということも重視しているということであります。子どもたちが、
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年齢の近い話しやすいお兄さん・お姉さん的な立場で子どもたちの心にたまっ

ている悩みや日ごろの思いを伝えやすいことと、それを受けとめてもらうこと

を期待しています。学習支援事業をコーディネートする職員は教育の経験者を

採用しております。 

 それから、先ほどありました有償のボランティアというようなお話もござい

ましたが、今後ボランティアの質を下げないということについてはこちらもそ

の方向で検討していきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○渡部市長 私のほうから捕捉しますと、この学習支援事業だけでなくて、生

活困窮者の自立支援事業総体を、やまて事業団という、いわゆるもともとは、

経済困窮者の自立支援事業を主に行っている法人さんにお願いをしていてです

ね。多分、実際でも、やまてさん、学習支援事業もやっておられるさまざまな

ノウハウと、大学に対して特に福祉系の大学に対して強いルートを持っておら

れて、そのルートでそれなりのしっかりした学生さんを確保していただいてる

のですが、ご指摘のとおりというか、今、自治体で学習支援事業を始められて、

ボランティアの学生さんの確保がだんだん難しいという、そういう一面も実は

あって、それに対していわゆる賃金的なものはなかなか難しいところもあるん

ですが、何らかの責任を持って仕事をしっかりしていただくという意味で完全

なボランティアということから、いわゆる有償サービスに近い形に展開をして

いかないと事業継続は難しいかなと。その分当然、財政的には支出がふえるわ

けでありますので大変なのですが、ようやく事業としてはうまくいきつつある

ので、そこはしっかり今後考えていきたいなというふうなところであります。 

学生さんに任せ切りじゃなくてやまてさんの正規の職員さんのそういった教

員経験者であるとか資格を持っているような方が、一応全部コーディネートし

ながらやっていただいているという状況でございます。 

 人材のほうはお答えできますか。 

○曽我教育部長 先ほど吉村委員のおっしゃった人材バンクは、社会教育課で

毎年募集しているものと思います。ただ毎年登録人数は、若干減っているとい

うことは、社会教育課長から伺っております。また、その活用については私ど

もも課題だなと思っていまして、公民館とかですね、図書館とか、いろいろな

社会教育分野においてのボランティア活動をしていただきたいということで、

各庁舎内の各所管にもこういう人材バンクの活用ができますよ、人材バンクに

登録していますよというお話をさせていただいていますが、なかなかその活用

がないというような状況であります。ただ、今、吉村先生が言われた人材バン

クについては社会教育関係の中で今後も活用することはあると思います。 

○渡部市長 あとは、学習支援事業のほう、外部の人材バンクではないけど、
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畑を借りて農作業したりとかって、何かいろいろ外部の人にも支援いただいて

いたかと思いますけど、その部分について報告をお願いします。 

○黒井生活福祉課長 昨年度ですが、市内の農家の方から、経験をということ

で農作業経験をお子さんたちにさせていただく機会を持たせていただきまして、

その場でグリンピースを収穫して、それをご飯にして、みんなでその場でおに

ぎりを食べるというようなそういった企画に参加をさせていただいたりしまし

た。 

 それから、社会事業大学の講師の先生のご協力いただいておりまして、そこ

の学生さんとも一緒にイベントを行ったりとか、そういった活動も去年度させ

ていただきました。 

○渡部市長 ということですが、吉村先生いかがでしょうか。 

○吉村委員 要旨を３点ほど整理していただいて見事な答えをいただいてあり

がとうございました。ちょっとつけ加えさせてもらって。 

東村山市というのは、今名前で出ましたように隣の清瀬の社会事業大学とい

う、厚生労働省関係のすばらしい大学があるので、そこの教員の先生、学生を

利用させていただくのは非常にいいと思いますね。それとあと南に学芸大の福

祉もありますし、所沢に早稲田大学がありますので、そういう福祉マインドを

持ったいい学生のネットワークを結びやすい環境にあるということを利用して

いただくと、これからいいかなというふうに思いました。それとやっぱりやま

てという事業団としっかり手を組まれて、見事な職員さんと学生の連携がある

からこそ、こういう成果をあげられているのかなと、それをもっと大事にして

いただいたらということです。 

 それと、人材バンクのほうの活用、今後の見通しをお聞かせいただいてあり

がとうございました。 

○渡部市長 ありがとうございます。吉村委員からは福祉系の大学、教育系の

大学、近隣にあるということなので、その辺の上手な活用をということがあり

ましたので、またやまてさんとも協力しながら、人材の確保についてはお願い

したいなというふうに思います。 

 そのほかいかがでしょうか。當摩委員さんお願いします。 

○當摩委員 今の社会状況の中で本当に生活困窮者の子どもたちが、その連鎖

として、どうやってそこから抜け出せるかということで、本当に私たち以上に

取り組んでいただいていると思って、すごくありがたいことだなと思っていま

す。 

少し質問させていただけますか。平成２７年度の登録者数基礎数が１３０数

名ですか。この男女比というのは、もしわかりましたら、何％くらいですか、

お願いいたします。それから１日平均の１０名前後の生徒さんたちが通ってく
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るわけですけれども、それに対して学習指導をしてくださる方が大体何名くら

いしてくださるのか。それぞれの子どもさんたちが自分の課題を持って来たり、

またそこで算数ドリル、今後は数学ドリルも取り入れてみたいということでご

ざいますけれども、個々の課題というのをどのようにイメージとして指導者が

さばいてあげるのかなということを、もう少し何か具体的に自分の中でイメー

ジしたいと思います。 

 あと、２点ばかり。１点は、やはりどのお子さんもそうなのでしょうけれど

も、例えば先ほども、母子あるいはお母さんがいない、寂しい形の中だと、「食」

ということに関してね、非常に今、子どもたちにとってみると、重要な問題だ

と思っていますね。例えば保育園のときから、調理ということの中でも、包丁

は多分年齢的に危ないからというような懸念もある中で、例えばはさみを使っ

た調理とかね。そういったことを積極的にいたしながら、子どもたちにみずか

ら食事をつくれる、自分で少しずつ「食」ということを考えていけるというよ

うなことを小さいうちから身につけさせたいというようなことを見ました。 

ですから、そういったことも、事業の中では、息抜きをするためにはどのよ

うに考えていっていただけたらということは、今もちろんご回答いただかなく

てもよろしいんですが、大切な要素かなと思います。そして、ここであります

けども、それぞれ楽しいこととか季節のこととか社会体験を共有できることで、

とっても大事なことだと思います。その中から、私の願いとしてね、ここで３

年間送ったお子さんたちが先ほど、中学を卒業した後どんなになるかなという

ことをご心配するのは、本当によくわかるんです。自分たちが少しいろんな、

成長できたな、今度はそのお子さんたちが何かかかわれるような、そんなよい

連鎖を生んでくれることというのが私はすごく期待しておりますので、感想を

交えてご質問をさせていただきましたが、よろしくお願いいたします。 

○黒井生活福祉課長 ご質問ありがとうございます。 

 何点かご質問あったかと思いますが、男女比につきましては、ほとんど半分

でございまして、昨年は男子が４８％、そして女子が５２％という、そういっ

た男女比となっております。 

 それから、お子さんに対するボランティアの数なのですが、大体毎日三人に

一人くらいの割合でボランティアとか支援員がつくというそういった形でやっ

ております。 

 それから、「食」というようなお話が出たかと思いますが、こちらもある程度

意識しながら、昨年度は卒業のときに子どもたちの声も含めて、「何かお料理を

つくりたい」というような声が上がりまして、卒業記念にみんなでハンバーガ

ーづくりを公民館のほうの調理室をお借りしながらやりました。大変盛況で、

子どもたちもよい思い出ができたということで喜んでおりました。 



１６ 
 

 それから、先ほどおっしゃったような卒業したお子さんですが、実際に昨年

度卒業したお子さんも高校に入ったときに報告に来てくれまして、電話などで

はなくて時々ふらっと来てくれる子が何人かおりまして、そこで子どもたちも

何か手伝いができないかということで、新たに入ってきたお子さんたちの受け

付けをしてくれたり、願わくばその子たちが今度ボランティアに来てくれれば

いいな、なんていうふうには思っているところでございます。 

 以上です。 

○渡部市長 よろしいでしょうか。 

 一度私も議会で学習支援事業に参加していたお子さんから学習支援事業宛て

にお手紙をいただいたことがありまして。それをちょっと紹介させていただい

てですね。 

やはり母子家庭で、中学３年なのだけれども、やはり母子家庭なので、塾に

周りの子どもたちは行ってるけれど、自分の家は行けないので非常に受験が心

配だったけれども、学習支援事業を紹介して通ってみたらだんだん勉強ができ

るようになって志望校に入学できましたと、ありがとうございました。ただ、

高校に入ってしまって学習支援事業に参加できなくなるのがすごく不安で寂し

いという言葉があって、今、黒井課長が申し上げたように、その後も高校入っ

ても、学習支援事業のほうに顔を出してくれるお子さん何人かいらっしゃった

りするので、できればさっきの課長が申し上げたように、そのお子さんたちが

今度は子どもたちを自分たちが支援をする、そういう役割ができればまさに希

望の連鎖のつながりができ上がるのではないかというようなことを申し上げた

ところがございますけれども。あとはそういう方向に進むように努力をしてい

きたいなというふうに思っておりますので、ぜひ温かい目で教育委員の先生方

にも見ていただけるといいかなと思っております。 

小関先生はご発言ないので、指名でお願いします。 

○小関委員 ご説明ありがとうございました。 

 学習支援事業については、まず子どもの居場所があるということはとても大

事だと思います。それから、学習習慣を確立するという点で、ここには成果と

しては挙げられていないけれども、特に受験期だけではなくて、中学生になっ

たらほんとに学習習慣をしっかりつけていかなきゃいけないという点で、これ

も本当に重要なことをしていただいていると思います。また、学力が上がって

いけば、もちろん自己肯定感にもつながるとか、そういう点で本当にありがた

いなと思うのですが。 

 またその一方で、先ほど吉村先生がおっしゃったことと同じ思いを、これを

拝見したときに思いました。学生のボランティアがかかわる、今のお話では三

人に一人というお話でしたけれども、そのあたりの継続性はどうなのか。一人
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の子どもについてさまざまな学生がかかわることもいいけれども、しかしその

場その場で今日はこのことをやりますっていうね、子どもたちの自習的な学習

に全部乗ってしまってはちょっとどうなのだろうかというところがございます。

やはり、ゆるやかではあっても、ある程度意図的、計画的というか継続的な指

導をしていかないと、本当の意味での「学ぶ」、学習したことの価値というのは、

はかれないのではないかというような思いがありまして。このあたりを、難し

いとは思うのですけれども、ボランティア同士の話し合いなり何なりで、継続

的な、一人一人の力をどうつけていくかというようなそういったことができれ

ばいいなと思います。 

 それから同時に、子ども、中学生だけではなくて保護者もなんですけれども、

保護者との連携で、先ほどのお話の中でも保護者のアンケートをとっていると

いうお話がありました。その保護者のアンケートの中で成果がまずあると、意

欲が上がったりとか自信がついた、というようなことがありましたけれども、

保護者がどれくらいこれに関心を持って、そして本当に一緒にやっていこうと

意識を持つかということはとても重要じゃないかと思うのです。そのあたり、

さらに連携がうまくとれるようになるといいなと思います。こうしたことで今

お話を伺って、例えば指導室との連携がとれているとかということで本当に庁

内横断的にいろいろな形で進めていただけるかなと思うのですが。 

最後に、例えば、どういったらいいのでしょうか、様々な事情からメンタル

に課題がある保護者もきっと中にはいらっしゃるのではないか。そういう方へ

の協力とかそういったこともいろいろと、連携にもなるのかもしれませんが、

必要になってくるのではないかなというふうに思いました。 

 それから、人材バンクのことなのですが、私が学校現場にいるときも、人材

バンクの表は学校に届いておりまして、見た中で、この方にお願いしようかな

と思って、園芸店とか、そういったことがございました。ただ、少しずつご高

齢になっていらっしゃる方もいらっしゃって、ちょっと難しいですというお話

をいただいたこともございました。 

 以上です。 

○渡部市長 大丈夫ですか。難しいご質問をいただきましたが。 

 はい、どうぞ。 

○黒井生活福祉課長 回答させていただきます。 

 まず、学習習慣についての保護者の方からの、アンケートについて説明しま

すと、初回アンケートを親子ともにとらせていただいております。面談で２回、

最初のところと終わりのところでアンケートをとらせていただいております。

その中で保護者の方から学習習慣についても出ておりまして、家で机に向かう

時間がどのように変化があったかというような内容もアンケートの中で聞いて
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おります。そうしましたら、最初のところと最後の変化としまして、全体の約

３０％の子が机に向かう時間が持てたというアンケート結果がございます。そ

してやはり、机に向う時間が少し習慣化されたようだというような保護者の方

からのアンケート結果、ご意見とかも見られました。 

 それから、保護者の方の意識ということであったかと思いますが、それにつ

いてはちょっと心配だなというお子さんについてはなるべく早い段階で、親御

さんと支援員のほうが、連絡をとってこちらでのお子さんの様子、それから家

での様子などをその際に伺うような体制をとっています。それから必要に応じ

ては、直接お母様のほうに来ていただいたりして、預けっぱなしということに

はならないように意識していただくよう、最初のところではとても丁寧な説明

をするということを心がけております。子どもさんが来ている中学にも、何か

気になることは、月 1 回の情報共有の場などを通して、連絡を取り合うという

ことを心がけています。 

 それから、学生ボランティアに関することは、なるべく同じ学生さんが来て

いただけるようにということは配慮したいと思っております。そして、ボラン

ティアのほうでの記録や引き継ぎというのを記録として残すなど、子どもの様

子で気になることは、漏れのないようにしているという報告を受けております。 

 それから、生活福祉課でも生活保護の世帯のお子さんについては生活保護の

ケースワーカーと連携をとり、お母さんとお父さんのほうにお子さんの様子の

話をしたり、また、家での状況について、聞き取ったりと連携を密にしており

ます。 

 簡単ですが、この程度ですみません、以上でございます。 

○渡部市長 保護者の方が精神疾患等のというお話もありましたけど、そっち

は榎本さんのほうがいいのかな。 

 どうぞ。 

○黒井生活福祉課長 

 メンタルの保護者の方というお話がありましたが、生活福祉課ではそういっ

た保護者の方については生活福祉課のケースワーカーと連携をとっております。

精神保健福祉士もおりますので、一緒に同席しながら、支援をしていくという

ような体制をとっております。あと準要保護世帯であれば「ほっとシティ」の

ほうでも相談を受けるような体制と子ども家庭支援センターとの連携をとって

いるという状況にあります。 

○榎本子育て支援課長 先ほど、親御さんのほうにメンタル疾患等が疑われる

ケースの対応についてちょっとご説明をさせていただきたいと思います。 

 やはり子ども家庭支援センターにかかわる養育困難家庭の場合ですね、やは

り親御さんが何らかの精神的な疾患を抱えているケースが非常に多い場合があ
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ります。そういったときに、我々は当然、子ども家庭支援センターのケースワ

ーカーがかかわってですけども、やはり重篤な場合にはどうしても病院につな

げるというふうなこともあります。その場合に、母子保健係のほうには保健師

さんがそろっておりますので、母子保健係の保健師が、子どものかかわりを通

じて親御さんの支援に入るというふうなところで、その親御さんの症状にもよ

りますが、やはり重篤な場合には病院のほうに何とかつなぐことというふうな

こともしております。 

 また、弁護士さんとのそういったかかわりを通じて、やはり中には、行って

心を開いていただいて、連携というか、その後のつなぎに、いろんなところに

つながるというケースがあります。そうすると逆に親御さんのほうから、自分

のお子さんの勉強面だとかそういったところご相談を受けて、それが我々学習

支援事業のほうにつなげておりますとか指導室ですとか学校のほうに連携とい

うふうな形で貢献する場合があります。 

 以上です。 

○渡部市長 小関委員さん、よろしいでしょうか。はい。 

 そのほかよろしいでしょうか。 

先ほど當摩委員から「食」ということのお話がありましたけど、きのう、先

ほど申し上げたように青少年問題協議会が開催されまして、警察署から生活安

全課の課長代理が出席をされて、最近の子どもたちの問題行動ということでち

ょっと一応挙げていただいたのですが、その中でちょっと低年齢化していると

いう中で小学生の万引き事案がちょっとふえていると。どうしてもそこはやは

り家庭に課題があって、やっぱりどうしても空腹のためにコンビニ等で万引き

をしてしまっているのではないかと、そういうお話もございました。こうした

ことについても、今後の課題として考えていかなければならない問題かなとい

うふうには思ったところでございます。 

ほかになければ一応今日の時点では、学習支援それから子ども家庭支援セン

ター等の福祉的な側面からの子どもたちの支援ということについては、教育委

員会と一体となって進めているという現状報告をしていただき、幾つか今後の

課題ということでご指導いただいたところでございますので、それを踏まえて

次年度以降さらに事業の充実を図らせていただければというふうに考えており

ます。 

それでは最後に、その他事務連絡等がございましたら事務局のほうからお願

いいたします。 

○東企画政策課主査 事務局でございます。 

 資料２をごらんください。平成２９年度東村山市総合教育会議年間スケジュ

ール案というものです。こちらのスケジュール案につきましては、基本的には




