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平成２９年第１回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成２９年５月２日（火）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、森 純、當摩 彰子、吉村 正、小関 子、 

 佐々木 洋子 

○関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 野 崎 満 企画政策課長 笠 原 貴 典 

教育部次長 田 中 宏 幸 企画政策課主査 東 要 介 

教育部次長 青 木 由美子 企画政策課主任 秋 山 剛 

統括指導主事 小 林 宏    

教育総務課長 清 水 高 志    

経営政策部長 小 林 俊 治    

経営政策部次長 武 岡 忠 史    

○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２９年度の総合教育会議の進め方について 

  ・今年度取り扱う教育の諸課題の選定について 

４ 報告 

５ その他 

６ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 改めて皆さん、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２９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、お集まりをいただきまして

まことにありがとうございます。今年度もこの総合教育会議を通じま

して、教育委員会と市長部局とのさらなる連携のもと、東村山市の教

育の充実に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
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たします。 

  それでは、今年度第１回ということで、皆様、もう既にご案内のこ

ととは存じますが、４月に一部、事務局で異動がございましたので、

まずは自己紹介をお願いしたいと思います。 

  それでは、最初に市長部局のほうから、その後、教育委員会のほう

でご挨拶をお願いしたいと思います。 

○小林経営政策部長 おはようございます。経営政策部長の小林でござ

います。昨年度に引き続き、また今年度もよろしくお願いいたします。  

○武岡経営政策部次長 おはようございます。経営政策部次長を拝命い

たしました武岡と申します。よろしくお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 おはようございます。このたび企画政策課長に着

任いたしました笠原と申します。よろしくお願いいたします。 

○東企画政策課主査 おはようございます。企画政策課東でございます。

昨年度に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○野崎教育部長 おはようございます。前任の曽我教育部長の後任とし

て４月から着任をいたしました野崎でございます。よろしくお願いい

たします。 

○青木教育部次長 教育部学校教育担当次長指導室長兼務、青木でござ

います。昨年度に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○田中教育部次長 おはようございます。今年度、肥沼次長の後任とい

たしまして４月に着任しました生涯学習担当次長の田中と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○清水教育総務課長 おはようございます。教育部教育総務課長の清水

です。昨年度に引き続き、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。教育部指導室統括指導主事、

小林でございます。昨年に引き続き、よろしくお願いいたします。 

○渡部市長 以上が事務局ということで今年度進めさせていただきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  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。 

○笠原企画政策課長 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は、資料

番号はございませんが、次第。 

  続きまして、資料１といたしまして、「平成２９年度東村山市総合
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教育会議年間スケジュール（案）」。 

  資料２といたしまして、「平成２９年度東村山市総合教育会議の進

め方について意見整理」。 

  次に、本日新たに配付させていただきました資料といたしましては、

１、資料番号ございませんが、席次表。２、平成２８年度第４回東村

山市総合教育会議会議録。３、東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けての東村山市取組方針。 

  以上、６点をお配りしております。もしお持ちでないもの、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。 

  なお、事務局のほうから５月１日より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が、１０月３１日まで続きますので、よろし

くお願いいたします。 

  以上でございます。 

○渡部市長 資料の過不足はございませんか。よろしいでしょうか。 

  それでは、引き続きまして、本日の傍聴についてお伺いいたします。

本日の審議内容につきまして、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 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。なお、会議途中で傍聴希望者が来た場合にも、同じように入場

を許可する形で進めさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  また本来ですと、定員は１０名となっておりますが、本日は会場の

規模から判断しまして、１０名以上の傍聴が可能と思われますので、

１０人を超えても会場に余裕があれば順次認めてまいりたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 では、そのような形で傍聴を認めたいと思います。 

 傍聴者はいますか。 

○企画政策課長 ９名です。 

○渡部市長 はい。では、しばらく休憩いたします。 
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午前 ９時０３分 休憩 

 

午前 ９時０５分 再開 

 

○渡部市長 それでは、休憩を閉じて会議を再開させていただきます。 

  傍聴の方にお願いがございます。傍聴していただくに当たりまして

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。 

  改めて、皆様、おはようございます。本日は連休の谷間ということ

で、何かとお忙しいところ、平成２９年度の第１回総合教育会議にご

出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

  昨年１年、この総合教育会議で主に教育の諸課題について、市長部

局と教育委員会の連携が必要な事柄、施設再生であるとか、あるいは

福祉と教育の連携、また東京２０２０オリンピック・パラリンピック

に向けての取組等々について、ご議論いただいて、方向づけをしてい

ただきまして、改めて感謝を申し上げたいというふうに思っておりま

す。 

  先ほど開会前にご紹介したように、事務局も一部変更がございまし

たけれども、本年度も回数は限られておりますけれども、折に触れま

して、教育委員会の皆様と市長部局で議論をさせていただいて連携を

深め、東村山市の教育をより充実できればと、そのように思っており

ますので、昨年度に引き続き、活発なご論議をお願いいたしまして、

開会のご挨拶にさせていただきます。 

  また、昨年１２月に佐々木洋子さんが新しい教育委員に任命をされ

ました。前回、残念ながら佐々木さんがご欠席で、今日が総合教育会

議に初めてご出席ということで、一言ご挨拶をいただければと思いま

すが、よろしくお願いいたします。 

○佐々木委員 おはようございます。私は子供が二人おりまして中学生

の保護者でもあります。保護者の立場から、市内の子供たちが元気に

通えるように協力させていただきたいなと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○渡部市長 ありがとうございます。それでは、佐々木委員にはよろし

くお願いしたいと思います。 
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  それでは、早速次第に沿って進めてまいりたいと思います。本日の

議題は「平成２９年度の総合教育会議の進め方について」でございま

すが、「今年度のスケジュール（案）」について、事務局より説明を

お願いいたします。 

  企画政策課長。 

○笠原企画政策課長  

  資料１、「平成２９年度総合教育会議 年間スケジュール（案）」

をご覧ください。 

  昨年度最後の、第４回の総合教育会議におきまして、年４回の案を

お示しさせていただき、委員の皆様からご了承いただきました。本日

は今年度議論する教育の諸課題のテーマを選定していただければと思

います。 

  また、８月２日水曜日の第２回総合教育会議では、東村山市教育施

策の大綱に係る平成２８年度の取組についてということで、２７年度

総合教育会議にて策定した東村山市教育施策の大綱に基づき、２８年

度どのような取組がなされたかを報告をし、議論をしていただければ

と考えております。 

  教育の諸課題につきましては、第３回、第４回の会議で議論してい

ただくような形になるかと思います。 

  以上でございます。 

○渡部市長 今年度の総合教育会議の年間スケジュール（案）について、

ただいま事務局のほうから説明がございましたが、今回も年間４回、

四半期に１回程度ずつ開催をさせていただいて、今回は一昨年度に策

定をいたしました東村山市教育施策の大綱にかかわる昨年度の取組に

ついてを第２回で検証させていただいた後に、第３回、第４回では、

後ほどご議論いただいて、どういうテーマについてご論議をいただく

かということになりますが、教育の諸課題についてを第３回目第４回

目で、議論していただきたいというふうに考えております。 

  こんなスケジュールでよろしいでしょうか。何かご意見があればお

っしゃっていただければと思います。いかがでしょうか。 

  教育長。 

○森教育長 事務局のほうに確認をしたいんですけれども、第２回目の

総合教育会議で、昨年の教育施策の大綱にかかわる２８年度の取組に

ついてでありますけど、時期的には十分余裕があって、間に合うとい
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うふうなことでよろしいんでしょうか。 

○清水教育総務課長 教育総務課長の清水でございます。 

  時期的には、こちらの教育委員会の事務の評価をする時期とほぼ重

なるというふうに考えておりますので、同時並行で確認作業をさせて

いただければと思っております。 

  以上です。 

○渡部市長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 では、十分間に合うということですね。 

○渡部市長 大綱の中には教育委員会だけの事柄でないものも含まれて

いるやに、ちょっと記憶しているので、各所管に照会していただいて、

２８年度、昨年度どういう取り組みをしたのか報告していただければ

と思います。 

  ほとんどは教育委員会の事柄だとは思いますけど、教育部以外の所

管についても進捗状況が出るようにお願いしたいと思います。 

○笠原企画政策課長 経営政策部で取りまとめます。 

○渡部市長 そうですか。では、最終的な全体の取りまとめは企画政策

課のほうで取りまとめをお願いしたいと思います。８月２日の予定な

ので、まだ何カ月かありますけど、よろしくお願いします。 

  ほかにございませんでしょうか。 

  當摩委員。 

○當摩委員 この予定表を拝見させていただきますと、また今のお話に

もあわせて考えてみますと、昨年は２回から４回、３回に関して、教

育の諸課題についてというお話はさせていただいたと思うんですが、

もし今のようなご予定で進めていただくとすると、次回が昨年度の振

り返りということのまとめであるとすると、諸課題については、その

今後の２回ということで、前年度より１回減るという考え方でよろし

いのでしょうか。 

○渡部市長 今のスケジュールの考え方だと、おっしゃるとおり、諸課

題については１回減ってしまうんですね。 

  やっぱりもう少しやったほうがいいよという話であれば、どこかの

中で日程をふやすということもないことはないと思うんですが、２回

の中でテーマについては、もし必要があれば３項目とか４項目話すこ

とは、時間の制約はありますけれども、可能なのかなというふうには

思いますし、何かもし万が一の緊急事態等が発生した場合は、その都
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度、総合教育会議を招集させていただきたいというふうには考えてい

ます。 

  他にございますか。特にご異議がなければ、今年度、諸課題につい

ての回数が１回減ってしまうというご意見もありましたが、本日の時

点では年間４回ということで、第２回については、大綱にかかわる２

８年度の取組について振り返りをさせていただいて、これも全てにか

かわりますので、そういう意味では。１回で終わるのかどうかという

ところもないわけではないんですが、あと３回４回はトピックス的に、

諸課題について検証させていただくように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。 

  続きまして、今、當摩委員からもお話がありましたけれども、教育

の諸課題について、どういったテーマで今年度お話をさせていただく

かということになりますが、昨年は参考でお示しした、今のスケジュ

ール表の下のほうに２８年度の総合教育会議での取組ということで、

公共施設再生計画についてと、オリンピック・パラリンピックに関す

る取組、それから教育と福祉との連携・取組ということで、話をさせ

ていただきました。 

  今回については、事前に教育委員の皆様からご意見をいただいてお

りまして、それが資料２の東村山市２９年度総合教育会議の進め方に

ついて意見整理、教育の諸課題についての提案一覧ということでいた

だいているところでございます。 

  こちらについては、前年から引き続きの課題もその２というような

形でございますけれども、一応皆様から事前にいただいたものでござ

いますので、ここから少し絞らせていただいて、今年度第３回第４回

とお話をさせていただければと思っておりますけれども、事前にご意

見を提出した委員の皆様から、まずはちょっとご自身のご意見につい

て、補足で説明をして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。 

  就学前教育の充実と家庭の連携についてのご意見をいただいたのは、

これは小関先生ですか。では先生、すみません、ご説明をお願いいた

します。 

○小関委員 これは就学前の教育ということと、それから子供のための

地域力、家庭の教育力ということをあわせて考えておりまして、その

点では上の黒丸と２番目の黒丸と、ちょっと相互に関連するのかなと
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いうふうに思っています。 

  実は、この三つ目まで私が書かせていただいたんですけれども、一

つ目につきましては、小学校に入って、小１の問題というのもあるわ

けですが、幼・小という子供たちの学校に入る前。それから、もっと

言うと、学校に入る直前というよりも、もう少し前の幼児のあたりで

すか、乳幼児ということになるのかもしれませんが、そうしたまだ学

校に入る前の子供たちについて、地域の教育力、家庭の教育力を高め

て、どのようにかかわっていったらいいのかなというようなことで、

一つ目を書きました。 

  同じように、二つ目は家庭の教育力とあわせて、地域の教育力とい

うこともありますので、どちらかというと、地域の教育の力を学校教

育に生かすというような連携協働のあり方を考えていきたいと。 

  あわせて、この中でやはり安全な地域づくりということも子供たち

のために、一層考える必要があるのではないかというような考え方で

す。 

  それから三つ目につきましては、これはどうなのかというのもある

のですが、今、特に教員の多忙化というようなことが言われている中

で、やはり教師が本当に努力をしているわけですね。そういったこと

も具体的に整理をして、そして何らかの形で地域、家庭と協力という

か、そんなことができるといいなというようなことで書きました。 

  また、それぞれについてもっと具体的にということであれば、お話

させていただきますが、一応三つ関連しているということで、以上で

ございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。貴重なご意見をいただきましてあ

りがとうございます。 

  その下、行政と教育の連携・取組についてというのは、これをお出

しいただいたのは。 

  吉村先生、お願いいたします。 

○吉村委員 私は行政と教育の連携・取組について、まさに総合教育会

議はこれをやらなきゃならないんだろうというふうに思いました。 

  二つ目、三つ目、教育と福祉との連携について―その２―も私で、

オリンピック・パラリンピックに関する取組について―その２―も私

です。この２点は、特にオリンピック・パラリンピックはわかりやす

くて、その年までやってもいいんじゃないかなというふうに思いまし
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た。 

  それから、今これを出させていただいて、あとで気がついたんです

けども、４番目として、今月の終わりに新しい小学校の学習指導要領

が出ますよね。これを受けての東村山市の取組となると、平成２９年

度の東村山市総合教育会議らしくなるかなというのが一つ。 

  それと来年に当然新しい中学校の学習指導要領が改定される予定で

すから、それなんかも見据えて議論するというのもおもしろいのかな

というふうに今感じております。 

  以上です。 

  それから、冒頭の主な意見の平成２８年度と同様のスタイルでよい

のではないでしょうかとも書かせていただきました。昨年、この教育

会議は、私は非常にいい会議であったものですから、その流れでよろ

しいのではないかという判断です。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。今回、事前には小関委員さん、

それから吉村委員さんから、７点。今、追加で吉村先生から新しい学

習指導要領がここで出るので、それも議論に含めたらどうかという、

こんなご提案がありましたが、他の委員の皆さんからご意見等、これ

は全部本来やるべきことなんですけれども、なかなか限られた回数、

限られた時間で全部こなすというのもなかなか難しいところもあろう

かと思いますが、皆さんのほうからこれはぜひ俎上に上げて、この総

合教育会議で少し深掘りをしたらどうかというようなご意見があれば、

あるいはご自身で、ほかの観点でこういう違うことがありますよとい

うことがあれば、ちょっとご意見としていただきたいというふうに思

います。 

  當摩委員さん、いかがでしょうか。 

○當摩委員 そうですね、ここのところで市長が４月３日に新しく着任

してくださった本市の教職員の皆様に言っていただいたことで、私は

非常にうれしかったことがあるんです。それは市長がみずから東村山

というのをどのような町として捉えていてくださるかということを本

当に近しく、親しくお話くださった中で、人権ということに関してだ

ったんですね。もう常日ごろ、そうしたことに非常に深い知識と関心

をもって、さまざまなお立場で発信していただいていることは存じ上

げておりましたけれども、その後はもう校長先生方の何人かともお話
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させていただいた中で、校長先生もとても非常に感銘を受けていらっ

しゃいまして、それは東村山はやはり人権を大切にする町というとら

われかたを非常にわかりやすい言葉で言っていただいたということな

んですね。 

  よく考えてみますと、教育委員会が子供たちに、例えば全生園を中

心の人権ということを考えてもらっていって、さまざまな発想をして

もらっていることと、市長部局の中でさまざまな動きをしていただい

ていることがなかなか刷りあわせということをさせていただく機会が

ないように感じているんです。せっかくの総合教育会議でございます

ので、もし機会がございましたら、そういった形でお互いのセクショ

ンがどのようなことに取り組んで人権を考えているか。 

  これは私は、人権ということへの学びの生涯学習として捉えられる

といいなと常日頃思っておりまして、ですから子供たちに対しては人

権教育でよろしいかなと思うんですが、大人の立場からいうと、人権

学習という観点から、ずっとずっと考えていけるようなことになると

いいなと思っておりますので、そんな機会がもし時間的に可能だった

ら、あるとよろしいかなと思っております。 

  以上でございます。 

○渡部市長 過分なお褒めのお言葉までいただきまして恐縮しておりま

す。ありがとうございます。 

  人権という切り口ということでご提案いただきました。 

  初めてですけれども、佐々木委員さん、何かご意見ございますでし

ょうか。 

○佐々木委員 この会議は初めてなので、意図がそぐわないかもしれな

いんですけど、現在、共働きのご世代が多いので、保護者間と学校の

よりよい関係の築き方というところが今難しいのかなというところと、

あとご家庭同士のやっぱりそれぞれの決まりという、何ていうんです

かね、それぞれが意思をもって子育てをされていると思うんですけど、

それが最近はすごく難しいなというところをすごく感じています。 

  あと、ＰＴＡ活動に関してなんですけれども、なかなか働いている

中でご協力いただくこととかも、すごくいろいろ難しくなってきてい

る時代になってきたのかなということを感じました。 

  すみません、意図がそぐわなかったら申しわけないんですけど。 

○渡部市長 ありがとうございます。現役の小・中学生の保護者の方か
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らのご意見ということだと思いますが、学校間と保護者の関係のより

よい関係の構築だとか、保護者同士の関係構築が非常に昨今難しい状

況があるというご指摘で、こんなことも何か切り口として話ができれ

ばと、こういうご指摘をいただいたところでございます。 

  教育長にお話いただくと、まとめに入ったみたいになるんですが、

とりあえず教育長の思いも踏まえて、ちょっとご意見をお願いします。  

○森教育長 今、小関先生と吉村先生のお話を伺っていて、それぞれ三

つ、あるいは四つ出していただいたんですけど、それぞれにやっぱり

関連性があるなというふうに感じましたね。 

  小関先生のほうは三つとも子供の教育に直接かかわるような課題を

挙げていただいておりますので、そういう形で細かく掘り下げていく、

教育に特化して掘り下げていくのであれば、この辺を選んでいく必要

があるだろうと思いますし、吉村先生がご提案いただいた内容という

のは、やっぱり教育と行政のかかわりですよね。福祉についてもそう

ですし、オリンピック・パラリンピックをどう進めるかという部分に

ついても行政と足並みをそろえていかなければいけないと。 

  それから、當摩先生がおっしゃった人権についても、今、先ほどお

話がありましたように、全生園とのかかわりについて、学校教育がや

っていることと、市の行政が進めていることがどういうふうに重なり

あっていくのかと。その辺をもっと深める必要があるのではないかと

いうことで考えると、やっぱり行政と教育ということで、大きく分け

るとこの二つになるかなというふうに聞かせていただいたところでご

ざいます。 

  そういう中で学習指導要領についてかかわってくるのは当然あると

は思うんですけれども。まとめみたいになっちゃうといけないので、

この辺にしておきますけど。 

○渡部市長 いやいや、どうぞご意見ということで。 

○森教育長 細かい部分について突っ込んでいくのは１回くらいにして、

あとは行政というふうな形で話ができたらいいのかなと。どっちが先

かというのは別としてですね。そうすると、割とまとまった話し合い

ができるのじゃないかなというふうに考えています。すみません。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  ほかに皆様からご意見。 

  小関先生。 
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○小関委員 上の今年度の総合教育会議を進めるに当たっての２番目の、

２９年度も市長部局との関連や協働にかかわる内容というのを出した

のが私なんですが、今お話があった教育と行政との連携・取組という

のが、まさに昨年いろいろな形であったと思うんです。特に福祉と教

育ですとか、そこでは本当に全庁的にそれを取り組んでいるというこ

とがわかって、とてもよかったと思っています。 

  そういう点で、この、私が上に出したものについても、他部局との

関連といいますか、協働・連携ということを意識して出しております

ので、そういう点では行政と教育の連携・取組ということでくくって

いただいていいかなと思います。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  当然、冒頭申し上げたように、総合教育会議の設置の一つの意味合

いというのは、これまで公の場で教育委員会の先生方と、首長が同じ

テーブルに着いて議論するということがなかったわけで、当然、総合

教育会議の設立の趣旨としてはやはり教育以外の行政との、特に市長

部局との連携をどういうふうに密にとっていくのかということがやは

り大きなテーマになってくることだろうと思いますので、今年度もそ

こについては引き続き議論をさせていただいて、一つには小関先生か

らお話のありました就学前教育というのも、市長部局の子ども家庭部

に非常にかかわる分野でございますので、そこの部分と、あと人権教

育、あるいは人権学習、人権の全生園とのかかわりについては、市役

所でいうと経営政策部とあと市民部がかかわることになりますので、

一応、今年度については一つは行政と教育の連携というテーマで今申

し上げたような、ちょっと時間が１時間半弱しかありませんけれども、

１回については乳幼児から学齢までの切れ目ない支援をどういうふう

にしていくのかということについて１回の半分、それをテーマで話を

させていただくとともに、人権という視点で教育委員会と市長部局の

連携強化について話ができればというふうに、ちょっと思ったところ

でございます。 

  もう１点については、ちょっと家庭や地域という切り口もあります

し、また吉村先生からお話いただいているオリンピック・パラリンピ

ックに関する取組も、これは実は全庁的に取り組まなければならない

課題ですし、あるいは新しい学習指導要領についても、教育委員会で

議論していただいた上にもなるのかなとは思いますが、来年度以降の
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市としての予算づけや何かということも当然出てくる可能性もあるの

で、そういったことも議論できればしたいと思うんですが、何せやっ

ぱり何でもかんでもというわけにはなかなかいかないところがあるの

で、１回はやはりさっき申し上げたように、行政と教育の連携を大テ

ーマとして、人権や乳幼児との関係でちょっと１回はやらせていただ

きたいと思うんですが、もう一回についてはどんな感じで絞っていた

だいたほうがよろしいですかね。 

  先生、お願いします。 

○吉村委員 その２、その３というのは計画審議だから、そんなに深く

おやりになる必要はないんじゃないかなというふうに思っております。  

○渡部市長 わかりました。そうしましたら、オリンピックについては

折に触れて、経過についてちょっとご報告をさせていただいて、都度

ご意見をいただきたいというふうに思っています。 

  この間の東村山市国際文化スポーツ交流協会の設立総会にご出席い

ただいた方はご案内のとおりですが、市民の中といっても前教育委員

長の町田さんが理事長をお務めいただいて、これから市民サイドでも

オリンピック気運醸成に向けて、かねてから友好交流都市である中国

蘇州市との子供たちを中心とした文化国際スポーツ交流を進めていく

という団体ができまして、そのときに吉村先生からこれまでの豊富な

経験からスポーツを通じての国際交流というのはどういうものなのか

ということでご講演をいたいだて、大変勉強させていただいたんです

けれども、市でも今年一応、蘇州との交流については予算をつけさせ

ていただいて、今、先方とやりとりをしているというような状況で、

後ほど多少報告があるのかな。 

  というようなこともあって、オリンピック・パラリンピックについ

ては、定期的に、そんなにお時間を掘り下げてということではなくて、

随時ご報告させていただいてご意見をいただきたいというふうには考

えていますので、その辺についてはご理解いただければというふうに

思っているところでございます。 

  そうしましたら、第４回の関係については、今いただいたご意見の

中で少し、逆に今度は地域や家庭の関係について、もし新しい学習指

導要領の関係の絡みとかで、昨年度の大綱にかかわる取組等を踏まえ

て、少しお話ができればなというふうに思っています。ちょっと今の

段階では薄らぼんやりしたまとめ方で恐縮なんですけれども、そんな
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形でちょっと今年はおおよそ進ませていただければなというふうに思

いますので、随時ちょっと最後の４回目については、まだ来年の２月

ということになりますので、どんなテーマでお話しするか、またお考

えいただいて、とりあえず第３回については、行政と教育の連携につ

いてをテーマとして、少し掘り下げたご議論をいただけるように進め

させていただきたいというふうに思います。 

  すみません、余りうまいまとめ方ではないんですが、とりあえず今

年度についてはそのような方向でよろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 結構ですか。ありがとうございます。 

  学習指導要領の関係については、できれば教育委員会で少し議論し

ていただいた上で、必要があれば市長に意見具申というような形で、

この辺は少し予算を見なさいというようなことも文部科学省ではこの

場で少し教育委員さんから予算面等についても市長に発言をするよう

なニュアンスのことも言われておりますので、必要があればそういう

ことも言っていただければというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  それでは、引き続きまして、特にご意見なければ、以上で議題のほ

うを終了させていただいて、報告事項で先ほどお話させていただいた

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて」の

取組について報告をお願いしたいと思います。 

○笠原企画政策課長 それでは事務局より「東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会に向けて」につきまして、ご報告申し上

げさせていただきます。 

  配付させていただきました「東村山市取組方針」という資料をごら

んいただければと思います。 

  こちらの方針につきましては、昨年、平成２８年１０月から１２月

に庁内各部に対して取組に関する調査を行いまして、東京２０２０大

会に向けた庁内の方向性と重点的に取り組む事項を定めたものでござ

います。 

  それでは、お手元の資料に沿って説明をさせていただきます。 

  まず、１ページ目をごらんください。 

  本方針の策定目的、方向性、重点的取組事項を記載しております。 

  スポーツ都市宣言をしている当市といたしまして、オリンピック・
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パラリンピックを通じて有形・無形のレガシーを次世代に残していく

ため、目指すべき方向性といたしまして、総合計画の将来都市像であ

る「人と人 人とみどりが響きあい笑顔あふれる東村山」の実現を掲

げるとともに、四つの重点的取組事項といたしまして、大会に向けた

気運の醸成と市民スポーツの振興、おもてなしの心による受入態勢の

構築、オリンピック・パラリンピック教育の推進、交流促進・多文化

共生・人権意識の醸成を定めております。 

  ２ページでは、本方針に基づく取組は総合計画及びこれを核とする

各分野別計画と連携調和させることを定めております。 

  ３ページでは、庁内推進体制といたしまして、経営会議を母体とし、

市議会各種関係団体と関係機関からのご意見を情報提供等をいただき

ながら進めることとしております。 

  ５ページをお開きください。計画期間といたしましては、２０１７

年度からオリンピック・パラリンピック開催年度の２０２０年度まで

としておりますが、この間の取組で得られたレガシーは２０２１年度

以降も継続するものと位置づけております。 

  ５ページから８ページまでは、重点的取組事項の内容と、各部から

出されました主な施策を提示するとともに、取り組みの効果として想

定されるレガシーをまとめました。 

  この内容を踏まえ、既存業務にオリンピック・パラリンピックの機

運をどのように乗せていくか。庁内で常に意識して業務展開をしてい

くことを考えております。 

  この取組方針に基づきまして、東京２０２０大会に向け、庁内のさ

まざまな取組を有機的に連動させ、東村山市の価値を高めていけるよ

う、全庁的に取り組んでまいりたいと考えております。 

  続きまして、資料はございませんが、先ほど市長からも少しお話が

ございました気運醸成事業への取組でございます。今年度は当市と友

好交流都市を設定しております中国蘇州市との子供たちにおきまして、

スポーツを通じた国際スポーツ交流の実現に向け、現在、中国蘇州市

側と調整を進めております。 

  今年度の交流事業を契機に中国の事前キャンプ等の誘致につながる

よう、ホストタウンの登録に向けても準備を進めております。 

  ご案内のとおり、昨年１２月２１日から２５日にかけまして、渡部

市長が前外務副大臣の木原誠二衆議院議員を団長とされます東村山市
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民有志によります東村山市訪問団の一員とされ中国を訪問し、東京２

０２０大会での中国チームの事前キャンプについて、中国国家体育総

局や中国オリンピック委員会などと、また当市と友好交流都市を提携

している蘇州市の子供たちとのスポーツ交流の促進につきまして、蘇

州市人民政府当局と協議をされました。 

  蘇州市の子供たちとのスポーツ交流につきましては、先方からも前

向きな発言を頂戴し、実現に向け、現在７月２５日から７月２８日の

日程で１２歳以下の児童のサッカー交流で調整を行っております。 

  蘇州市との交流事業につきましては、市長部局、教育委員会が連携

し、横断的な体制で調整整備を進めております。今後、詳細な内容が

固まり次第、教育委員会定例会議におきまして、市民スポーツ課長よ

りもご報告、ご案内させていただきますが、教育委員会の皆様におか

れましても、何とぞご理解、ご協力いただけますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

  私からは以上です。 

○渡部市長 以上で報告が終わりましたが、東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会に向けての東村山市取組方針、そして具

体的に少し動き出しているという報告でありましたが、本件について、

何かご質問やご意見があれば順次お受けしたいと思います。いかがで

しょうか。 

  吉村先生。 

○吉村委員 大変いい方針だと思うんですが、３ページ、この絵をごら

んください。市民のところのスペースが狭過ぎると思う。これもう少

し市民は大事にして花丸にするというか、この４倍くらいの大きさに

するとかしたほうが、バランスがとれるんじゃないかなと。ただ、そ

れだけです。 

○渡部市長 大変申しわけございません。事務局のほう何かありますか。 

○小林経営政策部長 申しわけありません。デザイン的にはこういうふ

うになっておりますが、もちろん市民主体で盛り上げていくという考

え方に違いはございませんので、すみません、ご理解いただければと

思います。 

○吉村委員 意見です。 

○渡部市長 確かに推進体制としては、当然行政とか関係機関だけでや

るのではなくて、先ほど来申し上げているように、オリンピック・パ
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ラリンピックを成功させるとともに、当市としては数多くのレガシー

を継続していくと。特にそれは市民、特に子供たちと、あとやはり高

齢化に伴って、やはり高齢者の皆さんの健康寿命を延伸していただく

とか、そういうことが大きなレガシーだというふうに考えていますの

で、当然主体はまさに市民の皆さんにオリンピック・パラリンピック

を楽しんでいただくとともにオリンピック・パラリンピックを一つの

通過点として、スポーツに親しんでいただき、健康に維持増進をして

いただくとか、あるいは国際交流、国際的な交流を通じて、そうした

国際的な感覚や先ほど當摩委員からもありましたけれども、やはり多

文化共生とか人権とか、そういう意識を啓発していくということが主

な柱かなと思っています。 

  ほかにご意見、オリンピック関係で何か。こちらの取組方針とあと、

今、具体的に動いている部分等について、何かご質問等があればと思

いますが、いかがでしょうか。 

  これまでも教育文化交流で中国に行かれております當摩委員さん、

何かご意見ございませんでしょうか。 

○當摩委員 もう蘇州に行かせていただいてから、多分１０年ですね、

１０年たったと思うんですね。それで、そうした形の中で、このよう

なオリパラという機会に新たな交流の芽が生まれるということに大変

うれしいなと思っているんです。 

  それとともに、一つはちょっと気がついたことがございまして、４

番目の大きなところの交流促進・多文化共生社会・人権意識の醸成と

いう、これとってもすてきなレガシーになることだろうと思っている

んですね。で、ふっと気づいてみますと、実は教育大綱の施策、教育

大綱の中に実は私はあのときにどうしようかな、提案をさせていただ

こうかなとか思ったんですけども、多文化共生という言葉は入ってい

なかったと思うんですよ。 

  もし、……する機会があったら、多文化共生という言葉がどこかで

入れられているといいかなというふうに思いました。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。今、見ていただきますと、事務局、

どうですかね。 

  後ほど確認させていただいて、また今後の、次回検証させていただ

きますので、今後、大綱についても絶対を変えないものというわけで
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はありませんので、順次、必要なものをつけ加えたり削ったりという

ような作業をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

  なぜ中国なのかというようなことについては、恐らくこれからちょ

っと議論はあるかなというふうには思っています。というのは今、日

本と中国の関係はさほどいい関係ではないのは、もうご案内のとおり

です。ただ、とはいえ、やはりここのところで急激に東アジアの緊迫

した情勢がある中で、やはり東アジアの大国である中国と成熟した、

安定した関係を築くというのは日本の国益にもかないますし、平和に

資することだというふうに私は確信をいたしている中で、当市の場合

は長い先人のおつき合いの中で、蘇州市と長年にわたって交流を続け

てきた経過があります。 

  市内に目を転じてみますと、市内在住者の外国籍市民で一番多いの

は中国籍の方ですので、そういう意味でも中国との関係というのは、

我々としてはやはり大事にすべきことではないかなと、そんなふうに

考えているところで、昨年、私も暮れに初めて中国に行かせていただ

きましたけれども、やはり人の多さと広さにはやっぱりすごい国だな

と、びっくりしましたけれども、できるだけ実のある交流ができるよ

うにしたいと思っております。 

  蘇州市の教育委員会の方々とお話し合いをさせていただいた際には、

化成小学校と友好交流学校というのですか、姉妹校になっている彩香

実験小学校の校長先生もおいでいただいて、ぜひ交流を、もう一度盛

んにしたいということを校長先生もおっしゃってくださったので、こ

れからまた両校の、あるいは久米川東小学校と三元実験小学校との交

流も少し深まればなと、そんなふうにも考えております。 

  いかがでしょう。 

  小関先生、何かご意見があればお願いしたいと思います。 

○小関委員 直接オリパラにかかわることではないんですが、先日、東

村山の市民の大会ですね、毎年やっていますよね。体育協会の。それ

で、サッカーの試合があって、その開会式に教育委員として行ってき

たんですけれども、子供たちが一生懸命ボールを追って、それをただ

見ているというだけで本当に胸が熱くなる。あの懸命さというのにと

ても打たれるところがあるんです。 

  ただ、終わって出てくると、特に校庭に向かって何をやっていると
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いう看板等が出ているわけでもなく、あそこにもし今、競技会の最中

ですよというようなことがあって、皆さんどうぞご自由にということ

があれば、たとえ５分でも１０分でもごらんになる方がふえるんじゃ

ないかなというようなことをちょっと感じたんですね。 

  見るということをとても、運動をするということもそうですけれど、

見るということについてオリパラではかなり強調しています。そうい

う点で普通見るという見学の見ですけれど、こちらのオリパラ教育の

推進、７ページの観るは意図的に観察の観で、学ぶ観るというような

ことも挙げております。 

  子供たちが見る、それから通りかかりの方がちょっとでも見て応援

してくださるというような、そういったことも日常的な積み重ねがオ

リパラの醸成というところに結びつくんじゃないかと思って、ちょっ

ともったいないなという気がしたんです。 

  ただ、仮に自由に人が出入りすると、やはり安全とかそういうこと

についての問題もあるのかなということも考えて、複雑な気持ちでは

あったんですが、でも見る機会を多く取るということは、これから大

事じゃないかなと思っています。 

○渡部市長 貴重なご意見、ありがとうございました。 

  みずからやるだけではなくて、見る、またいろいろ体験をして見る

というようなことで、できるだけそういう機会がつくれればなという

ふうには思います。ただ、一方でちょっと今お示しいただいたように、

放課後教育の現場で子供たちが体育やスポーツをしていると、自由に

出入りさせた場合の安全管理というのはどうしても昨今では抜きにし

ては語れないところもあるので、その兼ね合いをどうしていくのかと

いうのはやっぱり課題として、また機会があれば議論させていただき

たいなというふうに思っております。 

  佐々木委員さん、このオリンピック・パラリンピックに関しては何

かご意見はありますでしょうか。現役の保護者としてで結構でござい

ますので。 

○佐々木委員 子どもたちがお世話になった小学校では、オリンピッ

ク・パラリンピックの元選手だった方々に講演会に来ていただいて、

実際に頑張っていた選手のお話を聞いたり、あとちょっと私は先日参

加できなかったんですけれども、柔道の選手の実技とかも見させてい

ただくということが、子供たちにとってもすごくいいことだなと思い
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ました。 

○渡部市長 ありがとうございます。体験ということで、いろいろここ

のところでオリンピアン・パラリンピアンの活用みたいなことで、来

ていただいて、実際に競技するところを見せていただいたり、子供た

ちが体験したりというようなことが行われていますが、具体的な取り

組みの報告は市民スポーツ課がいないからあれですかね。教育委員会

のほうで何かお話しできるような、こんなことを今学校でとか、市民

スポーツ課でこんなことをやりましたというようなお話はできますで

しょうか。 

○青木教育部次長 各学校ではオリンピック・パラリンピック教育の一

環として、それぞれアスリート、パラリンピアン、オリンピアンを招

いて講演会を実施したり、実際に、シッティングバレーや、ボッチャ

などの体験をする学校もあります。大方の学校で体験や講演会を開催

しています。 

  先日は、市民スポーツ課の主催でトランポリンの選手を招いた事業

を行い、実際にトランポリンの体験を子供たちにさせてもらったり、

すばらしいトランポリンの演技を見せていただき、子供たちがすごく

生き生きと体験しているところを見ましたので、各学校だけじゃなく、

行政のほうでも何かやっていけるとよいと思っております。 

○吉村委員 先ほど、市長から東村山市というのは中国籍の方が非常に

多いという報告を頂戴して、閃いたんですけれども、こういうイベン

トというのはその前の準備が非常大事になってくると思うんです。ず

っと流れを聞いていますと、７月２５日から２８日に３０名ですか、

お見えになることが決まっているんですよね、中国から。だとしたら、

それまでに東村山市の中国人の人たちに声をかけて、サッカーチーム

を編制したら非常におもしろい、そういう準備をして。 

  小学校とか中学校を解放して、急造のチームでもいいですから、つ

くって、その人たちが７月２５、２６、２７に来る人たちをお迎えす

ると。もちろん我々日本人もお迎えしますけれども、中国人、中国人

系日本人の人もお迎えするということになれば、中国の子供たち、そ

のご両親、入場者、３倍喜ぶと思いますね。 

  そういうものを、いわゆるだから私市民というものを大きく考えて

みたらどうかというのを先ほど提案したわけですね。イベントだけを

消化する、トランポリンの件と、オリンピアンをそうやって呼んでと
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いうのも悪いことではない、いいことなんでしょうけども、もっとも

っと大きいのは大勢の人を巻き込んで、より大きなムーブメントをつ

くっていくということだろうと思うので、ぜひそういうようなものも

イメージしておやりいただくといいのかなと。 

  秋には文化交流がありますから、その準備も中国籍の方、それから

国際交流の協会を通して、組織が主体、チームが主体するのもとても

おもしろい、また有意義なものではないかというふうに、ちょっと閃

きました。 

  以上です。 

○渡部市長 大変すばらしいご意見ありがとうございます。向こうと交

流だけではなくて、今、市内に住んでいる外国籍市民の方も巻き込ん

で、まさに多文化共生を含めてオリンピック教育というか、レガシー

をつくっていくというようなムーブメントというご提案をいただいた

ので、ちょっとまた事務局の皆さんと検討させていただきたいと思い

ます。 

  頷いていらっしゃいますが、當摩委員さんも何かご意見があれば。 

○當摩委員 私はボランティア団体で地球市民クラブというところで活

動させていただいているんですが、まさに、今、吉村先生がおっしゃ

られましたように、実は中国の方々が今その中で中心になって、中国

で流行っているという広場ダンスというのをご自身たちの手で立ち上

げておられるんですね。 

  お一人は北京で中心になっている方、お一人は天津の出身の方で、

日本国籍をとられていらっしゃるんですけれども、そうした彼女たち

が持っていらっしゃる中国の方々のつながりというのは、私たちが拝

見していてもとても強いきずなのものがあるんですね。ですから、何

かそういった形で、まさにこういう良い機会の中で、つなげるという

ことの中で、総合教育会議から派生した中で、例えば本当にサッカー

が彼女たちが上手にできるかどうかということは別として、何かの形

でそこの場に一緒に参加していただけるようなことは私からもちょっ

と、大変仲のよいお友達になっていただいていますので、相談をさせ

ていただいてみたいなと思っております。 

  すてきなご意見だなと今思いました。 

○渡部市長 ありがとうございます。どんどん広げていけるようにした

いと思います。 
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  あと、私のほうから１点ちょっと。当然、国際交流ということ、多

文化共生ということと同時に、オリンピックとパラリンピックが同時

に行われるということで、パラリンピックを通じて、やはり障害理解

を深めていくということも大事な視点かなということで、実は私、毎

月タウンミーティングをさせていただいている中で、先日のタウンミ

ーティングで、視覚障害者の方がお見えになって、実際、実は私も知

らなかったんですけれども、東村山市のスポーツセンターに視覚障害

者用の卓球台があるんです。 

  あるんですが、実際にはほとんど使われていない。なぜかというと、

英語名で視覚障害者用の卓球のことをサウンドテーブルテニスという

ことで、要するに音を聞いて、打つというより転がすというのでしょ

うか。こういう打ち合いをするような形で、ボールの中に石が三つく

らい入っていて、どこに転がってくるかということで判断して打ち合

う競技だそうなんですが、一般の卓球をしている人が大勢いる中で、

それをやると音が聞こえないので、できないんだというお話を聞いて、

なるほどと。 

  そういったことも言われてみないと、なかなかやっぱりわからない

なということで、その方と後日ちょっといろいろお話をした中では、

健常者の人も目隠しして１回やってほしいと。そのことを通じてやっ

ぱり我々の苦労もわかってもらえるんじゃないかということをおっし

ゃっておられたので、ぜひスポーツを通じて障害について理解を深め

るというような機会がより増やせれば、やはりそれも非常にすばらし

いことではないかなというふうに、ちょっと思っていて、まだ具体に

はどういうふうにするかというのはあれなんですけれども、そんなこ

ともオリンピック・パラリンピックに向けて、少し当市としても取り

組んでいければと。 

  結局、障害のある方でスポーツをするとなると、多摩地域ですとや

っぱり国立市の東京都多摩障害者スポーツセンターまで行かなければ

ならないことがほとんどで、できれば全ての種目とは言わないけど、

市内の、せっかくあるのであれば、そういった気軽に卓球くらいでき

るようにしてほしいと、こういうご意見だったものですから、ちょっ

とご披露させていただいて、そういったことを通じて少しそんな取組

ができればというふうにも思っています。 

  ということで、ほかに特段なければ。 
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  何か先生、どうぞ。 

○吉村委員 発言の機会をいただいてありがとうございました。 

  ティーボールだと手前みそだといって、ひんしゅくを買うのかなと

思ったんですが、こういう絵をこれは川崎のぼるさんに強引に描いて

もらって、巨人の星の。これからはこういう時代だと思います。です

から、どのような特徴のある方にでもスポーツをやっていただくこと

が、これからの時代は必要かなというふうに思っています。 

○渡部市長 ありがとうございます。すばらしいイラストですね。我々

の世代で川崎のぼるさんといえば、もう神様みたいな漫画家ですので、

本当に、ちょっと後でじっくり拝見させていただければと思います。

ありがとうございます。 

  オリンピック・パラリンピックについては、多文化共生とか、ある

いは障害理解というような側面も重要なポイントだというふうに思い

ます。一過性のお祭り騒ぎで終わらせるのではなくて、やはりまずは

市民の皆さんのスポーツを通じての心と体の健康維持増進ということ

と、それから、今申し上げたような視点で国際理解教育、あるいは障

害理解教育、あるいは人権教育という、こういったことを当市として

はやはりレガシーになるようにつなげていく取組をこれからも折に触

れてご意見をいただきながら、進めさせていただきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  特段ご意見がなければ、以上で報告事項は終了させていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 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事務局のほ

う、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。今後の総合教育会議の開催

のお知らせの仕方について連絡します。 

  総合教育会議は会議３年目に入り、市民の皆様にも周知されてきた

ことに伴い、今後は他の会議同様、市のホームページのみで開催の周

知をご案内していく予定でございます。 

  また、次回の会議日程につきましては、資料１にありますとおり、

平成２９年度８月２日水曜日、場所は本日と同じくマルチメディアホ

ールとなります。 




