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平成３０年第２回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成３０年８月３日（金）マルチメディアホール（いきいきプラザ

３階）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、小関 禮子、佐々木 洋子、櫻井 康博 

○関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 野 崎 満 経営政策部長 間 野 雅 之 

教育部次長 田 中 宏 幸 企画政策課長  笠 原 貴 典 

教育部次長 井 上 貴 雅 資産マネジメント課長 堀 口 裕 司 

統括指導主事 小 林 宏 児童課長 半 井 順 一 

教育総務課長 仁 科 雅 晴 児童課課長補佐 竹 内 陽 介 

学務課長 森 脇 孝 次    

子ども・教育支援課長 大 西 弥 生    

図書館長 新 倉 敦 子    

○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 

  「東村山市教育施策の大綱に係る平成２９年度の取り組みにつ

いて」 

４ その他 

５ 閉会 

 

午後２時００分 開会 

○渡部市長 ただいまから平成３０年度第２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、また猛暑の中お集まりをい

ただきましてまことにありがとうございます。 

  それでは、議題に入ります前に、本日の会議の内容と、配布資料の

確認を事務局からお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 企画政策課、笠原です。よろしくお願いいたしま

す。 
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  それでは、本日の会議につきましてご案内申し上げます。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、本日の議題は東村

山市教育施策の大綱に係る平成２９年度の取り組みについてでござい

ます。また、議題についての協議終了後、児童クラブの学校施設利用

に関する調査結果につきまして、担当所管から説明をさせていただき

ます。こちらにつきましては、市長部局より担当所管でございます児

童課が説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

  まず、事前に配付をさせていただきました資料といたしまして、次

第。 

  続きまして、資料１「東村山市教育施策の大綱に係る事務の取り組

み状況（平成２９年度分）について」。 

  資料２「東村山市教育施策の大綱」 

  次に、本日お配りをさせていただきました資料といたしまして、席

次表。 

２番目といたしまして、「平成３０年度第１回東村山市総合教育会

議会議録」。 

３番目といたしまして、資料番号ございませんが「児童クラブの学

校施設利用に関する調査結果（概要）」。 

  以上、６点をお配りさせていただいております。不足ございました

ら、事務局までお願いいたします。 

○渡部市長 資料の過不足はございませんでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、早速でございますが、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きましては、事

前に通知をさせていただいております。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、よろしいで

しょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 また、会議途中で傍聴希望者が来た場合についても、同じ

ように入場を許可したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 異議がございませんので、そのように進めさせていただき

ます。また、本来ですと定員は１０名となっていますが、本日は会場

の規模から判断しまして、１０名以上傍聴可能でございますので、入
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室可能な限り、傍聴希望者の傍聴を認めたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ご異議がございませんので、採用を決しさせていただきま

す。 

  それでは、事務局より傍聴者の人数の報告と入場をお願いいたしま

す。 

○笠原企画政策課長 傍聴者３名になります。 

○渡部市長 それでは、入場を認めますので、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時０５分 休憩 

 

午後 ２時０７分 再開 

 

○渡部市長 それでは、休憩を閉じて再開をさせていただきます。 

  ここで、傍聴者の方にお願いがございます。傍聴に当たりまして、

お手元にご配布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ので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、改めまして、皆様、こんにちは。教育委員の皆様には、

大変お忙しいところ、また大変暑い中、本年度第２回の東村山市総合

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。

また、日頃から東村山市の教育の充実・発展のために教育委員の皆様

には多大なご尽力をいただいておりますことに、この場をお借りいた

しまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

  実は私、７月３０日から昨日まで、当市と友好交流都市の関係にあ

ります中国蘇州市に、２０名の小学校児童と一緒に訪問させていただ

きまして、蘇州市のお隣の張家港市というところにあります鳳凰中心

小学校というところで、その児童の子と本市の児童のサッカー交流を

させていただいてまいりました。 

中国も日本同様、非常に暑くて、体調どうかなと心配をいたしまし

た。午前中の練習で若干、気分が悪いというお子さんが二人ほど出た

のですけども、先方のほうも夏休みだったのですが、保健の先生もち

ゃんといていただいて、保健室で休ませていただいて、お昼を、向こ

うの給食を食べさせていただいたのですが、食べたらけろっと元気に
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なりまして、午後は２０分ハーフの試合を４回させていただきました。 

鳳凰中心小学校というのは、日本でいうと、大学ないし私立のスポ

ーツに力を入れている高校ぐらいの充実したスポーツ施設を有する公

立の小学校で、サッカー専属のチェコ人のコーチもいるという充実ぶ

りでございました。特別全国からそういう子どもたちを集めて養成し

ている学校なのかなと思ったところ、鳳凰地区の子どもが来ている学

校だということなのですが、張家港市というのは、中国の地方制度が

私もよくわからないのですが、向こうの説明ですと県レベルの市。県

というのは省の下のランクで、多分日本のイメージで言うと昔の郡と

同じようなイメージだと思うのですが、県レベルの市ならば中国全土

に５００ぐらいあるそうなのですが、豊かなほうから数えて２番目と

いう非常に超富裕団体で、それだけの小学校の施設があってございま

した。子どもたち一生懸命頑張ったのですけども、アウェーだったせ

いもあって、前半ちょっとリズムにうまく乗れなかったということは

ありました。ただ、勝ち負けよりも今回、交流目的でお邪魔をさせて

いただいて、その夜、張家港市内のホテルで、先方の副市長もお出ま

しになりまして、歓迎会を開いていただいた際に、非常に子ども同士

が言葉は通じないのですけれども、身振り手振りで非常に打ち解けて

交流ができたということが大きな収穫だったかなと思っております。 

翌日は、蘇州市の青少年活動センターというところにお邪魔させて

いただきまして、こちらもまた非常に巨大な施設で、中国の古典的な

伝統文化の書道であるとか墨絵であるとか、中国の伝統的な音楽や踊

り、そのほかバレエだとか。びっくりしたのが服飾デザインだとかア

ニメーションとかそういうのを体験しながら学ぶことができて、大体

全部で１００講座ぐらいあるそうですが、そういう施設にご案内いた

だきました。時間的にはわずかだったのですが、東村山の子どもたち

２０名が４人ずつ５組に分かれて、書道、墨絵、それから木工、テコ

ンドー等を一緒に中国の子どもたちと学ぶ体験をさせていただきまし

た。中国も非常に教育には相当力を入れているなというのが率直な感

想でございましたし、小学生の５、６年生が、そのぐらいの年代で異

文化に触れることができたというのは、視野を非常に広げる大きなき

っかけにもなったのじゃないかなというふうに思っております。また、

９月に、派遣した児童の報告会の予定をいたしておりますので、その

節には教育委員の皆様にも派遣された小学生の話を聞いていただけれ



５ 

ばありがたいとそんなふうに思っております。 

さて、長くなりましたが、本日の会議につきましては、２７年度策

定をさせていただきました、東村山市教育施策の大綱に基づきまして、

昨年度どのように教育・文化・スポーツ振興等について取り組みがな

されたかということについて検証をさせていただきたいというふうに

考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  限られた時間ではございますが、本日の議論が東村山市教育の発展

に大きく貢献することを願いましてご挨拶とさせていただきます。そ

れでは、よろしくお願いいたします。 

  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。 

  報告事項「東村山市教育施策の大綱に係る平成２９年度の取り組み

について」を議題とさせていただきます。 

  まず、大綱の取り組み状況について、教育委員会、市長部局の順で

報告し、その後に意見交換をお願いいたします。 

  それでは、まず教育委員会のほうから報告をお願いいたします。 

○仁科教育総務課長 教育委員会から報告をさせていただきます。 

  資料につきましては、資料１の「東村山市教育施策の大綱に係る事

務の取り組み状況（平成２９年度分）について」に沿って説明をさせ

ていただきたいと思うので、よろしくお願いいたします。 

  まずは、１ページをご覧いただければと思います。 

  施策の方向性１、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。（１）質の高い教育環境を整える、になります。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。いじめ防止等に関する取

り組みの推進においては、いじめについては「東村山市いじめ防止等

の基本的な方針」。不登校については、「東村山市不登校未然防止・

早期発見・早期対応マニュアル」に基づき、いじめや不登校の未然防

止の取り組みを実施いたしました。 

  ３ページ目をご覧ください。学校施設の老朽化対策の推進につきま

しては、小学校特別教室空調設備設置工事を実施いたしました。今年

度、平成３０年度に残りの小学校の特別教室の空調設備設置工事が完

了することにより、市内全小・中学校の普通教室、また特別教室の空

調が整備されることによって、さらなる教育環境の充実に努めること

ができました。 

  続きまして、（２）教員の資質・能力を高める、です。 
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６ページと７ページをご覧ください。 

服務に関する研修の充実になりますが、学校定例訪問や校長会、副

校長会における指導のほか、初任者や２年次研修における服務研修、

臨時的任用教員への任用時の面接実施において、服務の厳正について

助言をするなど服務事故を起こさない指導を実施いたしました。 

続きまして、（３）家庭及び地域・社会の教育力向上を図る、にな

ります。 

８ページ目をご覧ください。 

  市民・地域との協働の推進における学校運営協議会制度の検討にお

いては、平成３０年４月から回田小学校、青葉小学校にてスタートす

る東村山市型コミュニティ・スクールの導入に向け、準備委員会を年

５回実施いたしました。 

  続きまして、１１ページをご覧ください。 

  施策の方向性２、生きる力を育む学校教育を充実する、でございま

す。（１）体を鍛え、学びの基礎を徹底する、では、１３ページにご

ざいますオリンピック・パラリンピック教育の実施をいたしました。

引き続き、小・中学校におきましてオリンピック・パラリンピック教

育を実施し、オリンピアンや、パラリンピアンを招聘した授業など、

各校において特色のある授業を展開し、来たる東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピックに向けて効果的な取り組みを実施いたしました。 

  続きまして、（２）豊かな人間性を培い、規範意識を高める、では、

１５ページにございます「いのちとこころの教育」の推進についてで

ございます。こちらについては、本市の特徴ある事業で、２月の最初

の週におきまして、各学校において道徳の公開授業が行われておりま

す。こちらは、いのちの大切さを改めて学ぶ場としております。平成

２９年度は、「東村山市いのちとこころの教育週間」の意義を再認識

するため、過去の報告書や提言、現在の取り組み等まとめたリーフレ

ットを作成しまして、学校に配布するといった取り組みを実施したと

ころでございます。 

  続きまして、（３）健康・安全に生活する力を培う、です。 

  １７ページをご覧ください。 

  学校におけるアレルギー疾患に関わる事故の防止では、学校給食に

ついて東村山市食物アレルギー対応指針の見直しに向け、養護教諭連

絡会、栄養士事務連絡会、給食運営委員会等にて対応を協議し、平成
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３０年４月の改訂版発行に向けた作業を実施いたしました。 

  続きまして、（４）社会の変化に対応できる力を高める、でありま

す。 

  ２０ページをご覧ください。 

  こちらには、シチズンシップ教育の推進としまして、中学校生徒会

サミットでは、「我がまち 東村山市の中学生によるボランティア活

動！発信しよう、中学生の力！」をテーマに協議を行い、中学生のボ

ランティアマインドの醸成を図りました。 

  続きまして、２６ページ目をご覧ください。 

  施策の方向性３、子ども一人ひとりに応じた支援を充実する、です。 

（１）充実した学校生活になるように支援する、では、平成２９年、

特別支援教室が小学校において全校に設置され、特別支援教室の充実

を図りました。 

続きまして、２９ページをご覧ください。 

（２）相談体制を整備する、では、相談体制強化において、東村山

市子ども相談室が２年目となりまして、引き続き０歳から１８歳まで

切れ目のない相談・支援体制を充実させてまいりました。困り感や不

安に寄り添いながら、ご家庭や学校生活についてのご相談をお受けし、

今後も運営してまいりたいと考えております。 

続きまして、３２ページをご覧ください。 

施策の方向性４、健やかで豊かな心をもつ青少年を育成する、にな

ります。 

（１）青少年育成の充実を図る、です。社会教育課の青少年対策地

区キャンプでは、７月２６日から８月２日の間において、山梨県北杜

市にある白州山の家においてキャンプを実施し、普段、なかなか体験

できることのない自然体験や児童、生徒、地域、学校の先生と交流が

できました。また、平成３０年度の青少年対策地区キャンプにつきま

しては、台風１２号接近の影響で、１地区、４地区、５地区のキャン

プが中止になったことをこの場でご報告させていただきます。 

続きまして、３５ページをお開きいただければと思います。 

施策の方向性５、生涯にわたる文化・スポーツ・学習活動を充実す

る、です。 

（１）市民文化・生涯学習活動の支援・充実を図る、では、３６ペ

ージにございます、中央図書館において耐震補強工事を実施いたしま
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した。あわせて、耐震診断で改修の必要性が指摘されていた箇所につ

いて、つり下げ式の水銀灯照明器具を天井設置型のＬＥＤ照明に交換

するなどの対応を実施いたしました。 

 続きまして、３９ページをご覧ください。 

（３）歴史・伝統文化の保護、振興を図る、です。平成２９年度は、

東村山市祭囃子保存連合協議会創立５０周年ということで、中央公民

館で実施された創立５０周年記念式典の実施の際の支援を行いました。

 また、４０ページにおきましては、歴史・伝統文化の拠点整備にお

いて、郷土に対する愛着を育む観点から、学校教育の支援の取り組み

としまして、市内小学生の社会科見学の対応や、出前授業等が行われ

ておりまして、学校の中で定着をしております。 

 以上、雑駁ではございますが、教育委員会の主な取り組みについて

説明をさせていただきました。 

私のほうからは、以上になります。 

○渡部市長 それでは、続きまして市長部局からのご報告をお願いいた

します。 

○笠原企画政策課長 続きまして、市長部局から報告をさせていただき

ます。 

今、教育委員会のほうから先にご報告ございましたが、今回この資

料１でございますが、昨年度からの同じ資料でございますが、１点改

善点といたしまして、一番右の列に成果・課題というのを新たに今年

度からつけ加えさせていただきました。昨年度までは取り組み状況と

いうところまでだったのですが、その状況を踏まえ、成果と課題を改

めて洗い出していって今回から記載させていただいております。 

  それでは、市長部局につきましてご報告をさせていただきます。３

ページをご覧ください。 

  学校施設の老朽化対策等の推進でございます。経営政策部資産マネ

ジメント課では、包括管理委託の導入に向け、昨年度、優先交渉権者

として選定いたしました、大和リースグループと契約締結いたしまし

た。包括施設管理委託は、これまで施設ごと、業務ごとに契約をして

おりました公共施設の建物管理業務等を包括的に監督事業者と契約す

るものでございまして、監督事業者のノウハウを最大限に活用し、維

持管理の水準を向上させ、市民の安全・安心を確保するとともに、業

務の効率化による職員の事務負担の軽減や、生産性の向上を目指すほ
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か、公民連携により、付加価値を最大化し、市民サービスの向上を目

指すものでございます。 

  契約期間は、平成３３年３月３１日までを履行期間とし、小・中学

校や公民館、図書館、ふるさと歴史館等を含む８５施設、６３８の業

務につきまして、各所管とのヒアリングや、サウンディング型市場調

査による民間事業者様とのヒアリング、優先交渉権者との詳細協議を

経まして包括化をしております。 

  成果といたしましては、施設の維持管理水準の向上、業務の効率化、

民間事業者のノウハウ等の発揮の３点に関する成果がございます。 

 民間事業者のノウハウ等の発揮につきましては、業務全体に横串を

通して仕様の最適化を短期間で実現できたことや、巡回点検などこれ

まで以上にきめ細かな対応が実現できていることのほか、これまでは

施設の課題を市の担当者が一人で抱えて解決しなければいけなかった

ところを、大和リースグループがハブとなり、さまざまな主体で解決

の糸口を探ることができるようになったことが挙げられます。施設の

価値を高めるためのアイデアもいただいており、今後も学校施設も含

めた公共施設の施設管理水準の向上に寄与することと考えております。 

  なお、３５ページの社会教育施設の機能の充実と老朽化対策の推進

につきましても、同様の内容が記載されておりますので、３５ページ

の説明は割愛をさせていただきます。 

  続きまして、１７ページをお開きください。 

  中段にございます、安全教育及び防災教育の推進でございます。環

境安全部地域安全課では、安全教育といたしまして、交通安全教室や

スケアード・ストレイト方式を用いました自転車安全教室を開催して

おります。中学生を対象といたしました、スケアード・ストレイト方

式を用いた自転車安全教室は、平成２０年度に東村山第二中学校で開

催して以降、各学校の安全教育プログラムに位置づけ、平成２３年度

までに全ての市立中学校で実施をしてまいりました。平成２４年度か

らの継続実施に際しましては、これまでと同様に中学校教育の安全教

育として位置づけるとともに、保護者を初め、地域住民の皆様にも参

加をしていただきながら、地域における交通安全啓発事業を兼ねて開

催することとしております。平成２９年度は、東村山第六中学校、東

村山第七中学校を会場とし開催いたしました。参加した生徒からのア

ンケートでは、「交通ルールを守らないと、人の生死に関わってくる
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と知っていたけれども、実演を見てヒヤリとした。ルールを見直し、

事故が起こらないよう心がけていきたい。小さなことでも事故につな

がることがわかったので、これからは緊張感を持とうと思いまし

た。」などの意見をいただきました。このアンケートからも分かるよ

うに、成果としては、参加者が危険を直視することにより、交通安全

意識高揚及び交通法規等の再確認ができたものと認識しております。 

  続きまして、１９ページをご覧ください。 

  同じく環境安全部、こちら防災安全課でございますが、小・中学校

からの要望を受けまして、学校に伺わせていただき、児童・生徒を対

象とした防災授業を行っております。防災授業では、ふだん地域の皆

さんにお話をさせていただいている防災講話、防災講演会の内容を、

児童・生徒向けにアレンジさせていただき、お話をさせていただいて

おります。こちらは、地域防災計画の東海地震事前対策として、教育

指導という項目がございまして、災害時、発災時に的確な行動がとれ

るよう事前に児童・生徒にしっかり教育をしておくというようなこと

が計画的に位置づけられておりますので、そういった観点からお話を

させていただいているところでございます。今後とも教育委員会指導

室、学校と連携をとらせていただいて、市長部局といたしましても、

こういった防災に関するお話、啓発のほうを進めさせていただければ

と思っております。 

  続きまして、２１ページでございます。 

  環境教育の充実をご覧ください。環境安全部環境・住宅課では空堀

川と柳瀬川の流域に位置する武蔵村山市、東大和市、清瀬市と合同で、

河川の水質調査を行うとともに、毎年７月には、流域の皆様に対して、

水辺環境を中心に環境問題について関心を深めていただくことを目的

に、「親と子の環境教室」を実施しております。平成２９年度は、

「がすてなーに ガスの科学館」、「東京都水の科学館」に行き、暮

らしを支えるガスの特徴や、エネルギーと地球環境の関わり、水の大

切さについて学びました。また、市立小学校の児童を対象に、環境問

題についての意識と理解を深めていただくため、毎年「みどり環境ポ

スター」の募集を行っております。応募作品の中から優秀作品を選ば

せていただき、春の緑の祭典や、環境フェアなどで展示をさせていた

だいております。今後もこうした事業を通じて、環境問題に対する啓

発を含め、持続可能な社会の実現につなげていこうと考えております。 
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続きまして、２２ページをご覧ください。 

資源循環部ごみ減量推進課では、児童、生徒たちがごみの分別ルール

やごみの資源化に関する意識や理解を深めていただけるよう、教育委

員会、学校と連携を図りながら、市内小学校を中心に出前授業を行っ

ております。昨年度は、東村山市の小学校等において１７回の出前授

業を実施させていただきました。ごみは分別して排出する必要がある

という意識が醸成されているものの、自分たちが出すごみがどうなっ

ていくのかを知り、ごみを減らすために自分たちができることは何か

ということを考えてもらうことでごみについての関心をより深めても

らうことができたと感じております。今後も学校での出前授業がご家

庭での家族の会話へとつながり、一人でも多くの市民の皆様にごみ問

題に対する意識を持っていただけるよう、引き続き事業展開をしてい

きたいと考えております。 

 同じく２２ページにございます、下段でございますが、まちづくり

部みどりと公園課の取り組みでございます。北山公園では、希少生物

を含め多くの動植物が生息・生育していることが確認されており、生

物多様性の保全を推進しています。また、在来種に悪影響を与える外

来種も多く生息していることが判明しており、生物多様性の保全の取

り組みの１つとして、平成２９年度は外来種防除講座や、外来種防除

イベントを実施いたしました。 

７月と９月に外来種防除イベントを実施し、外来種を含むさまざ

まな生き物の捕獲、外来植物の抜き取りを行いました。参加された方

のアンケートからは、「外来種について子どもと一緒に考えていきた

い」「継続して外来種防除が必要だと感じた」などの意見をいただき

ました。また、外来種防除講座といたしまして、全３回で北山公園の

希少生物を守ろう「外来種バスターズ入門講座」を実施いたしました。

講座を振り返っての意見交換では、「公園の在来種を守っていきた

い」などの意見をいただき、外来種の問題点や特徴を知っていただく

よい機会になったものと感じております。 

 ３８ページをご覧ください。 

 スポーツ施設の環境整備でございます。スポーツ施設について、故

障・老朽化等に伴う施設の修繕を実施するとともに、当該施設内の樹

木剪定等を行い、施設の維持管理を図りました。具体的な修繕箇所、

剪定箇所につきましては記載のとおりでございますが、成果といたし
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ましては利便性の向上、景観維持、事故の未然防止等が挙げられます。 

次にスポーツ教室、スポーツイベントの開催についてでございま

すが、オリンピックメダリスト指導者の方からの選手の講演会を提示

しておりますが、この他にも、昨年度、この総合教育会議でもご報告

させていただきましたが、昨年７月に東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピックの中国のホストタウンに当市が決定したことを踏まえ、

中国蘇州市の小学生４年生から６年生児童２０名と引率の方５名の方

を当市にお招きし、サッカー交流事業を実施いたしました。昨年度は

この事業を皮切りに、１０月の産業まつりにおきましては当市在住の

パラリンピアンの方による車いすバスケットボールのデモンストレー

ション、そして、本年２月になりますが、こちらも当市在住でござい

ます女子アイスホッケー日本代表の床姉妹が、平昌冬季オリンピック

女子アイスホッケーに出場されたことから、サンパルネにおきまして

パブリックビューイングを実施いたしました。今年度もこうした事業

を通じて、多くの皆様に東京２０２０オリンピック・パラリンピック

の開催気運を感じていただけるような事業展開をしてまいりたいと考

えております。 

市長部局からの報告は以上でございます。 

○渡部市長 ただいま、教育委員会並びに市長部局のほうから、昨年度

の取り組み状況について報告がございましたけれども、皆様のほうか

らご意見やご質問をお願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。  

  教育長。 

○森教育長 ６ページなのですが、服務に関する研修の充実というとこ

ろで、特に、指導室のほうの①から⑤まで示していただいていますけ

ど、⑤の従来、臨時的任用教員への任用時の面接というのを行ってい

なかったわけですが、一昨年、小学生に対して体罰というようなこと

があり、服務事故として大きな問題になってしまった。それを踏まえ

て、臨時的任用の教員にも面接をしてやっていこうということで、１

年ちょっと続けていることになると思うのですが、やることは大変す

ばらしいことだと思うのですけども、負担が大変なんじゃないかなと

いうことと、やることによっての効果としてはどんなものがあったの

か。その辺の具体的なところをご説明いただきたいと思うのですがい

かがでしょうか。 

○渡部市長 教育部次長。 
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○井上教育部次長 失礼いたします。臨時的任用教員の任用時の面接に

おきましては、今、教育長からお話がありましたとおり、教育委員会

にて全て面接のほう実施しております。今年度につきましても、今ま

でに１０名弱、面接をさせていただきましたが、負担という面では確

かに負担なのかもしれませんけれども、やはり短い時間ですが、面接

をいたしますと、その教員候補者の人間性であるとか、あるいはどう

いう志とかをもっているかというようなことは聞き取れますので、大

変有効かと思います。さらに、今年度につきましては、前任校がある

場合には、前任校の校長や、あるいは前任の教育委員会の指導室等に

教員の様子なども聞いた上で、配置を決定していますので、そういう

面では非常に有効な取り組みかというふうには考えております。 

以上です。 

○森教育長 ありがとうございました。なかなか大変だと思うのですけ

ど、今後ともよろしくお願いしたいと思います。こういうことをやっ

ている市というのは、わからないかもしれませんけど、ほかの市であ

りますか。聞いたことありますか。 

○渡部市長 教育部次長。 

○井上教育部次長 実際にあるかどうかというのは、私もちょっとまだ

聞いてはいないですけども、一人ひとりについて全てやっているとい

う市は少ないかと思います。 

○森教育長 ありがとうございました。普通、校長先生が会って、それ

で決めるというのが多いですよね。校長先生の権限で、決定して終わ

りというパターンが多いと思います。教育委員会としての負担が大き

いかもしれませんけど、今後もぜひよろしくお願いしたいと思ってお

ります。 

以上です。 

○渡部市長 ほかにご意見、ご質問等ありましたらお願いしたいと思い

ますが。 

  當摩委員お願いいたします。 

○當摩委員 大変、丁寧な冊子つくっていただきまして、まずもって感

謝させていただきたいと思います。私は意見というか感想を述べさせ

ていただきたいと思います。 

改めまして、事前にお送りいただいたものに目を通させていただき

ましたが、私たち１年間教育委員会で、さまざまなことをお知らせい
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ただいたり、また実際に定例訪問等で学校に伺ったりして、こういう

ことだったなということを思ったのです。 

これを、まとめることの意味ということについて私ちょっと考えて

みたのです。それは、常に今までもずっとやってきていることと、そ

れから施設等のことに関しては、この３カ年度いろいろ取り組んだこ

と等あるわけですけども、いずれにしても、今までやってきたことで

あっても、もう一度こうして検証してみるということによって、なぜ、

どうしてそれを必要があるかということをここに関わってくださって

いる方々が、もう一度再認識して、またその中から今後の、こうした

改善点もあるかなというようなことを気づいてあげる。それとまた、

本日、教育委員会とまた市長部局のほうから、同時にこうしてつけ合

わせという形でお話を承ることができたのですけども、やはり、いわ

ゆるコラボレートして二つの部署がともに一つのことに携わることの

大きな意義というのを、改めて感じることができました。もちろん

個々を見ますと、例えば放課後の子どもたちの、今のところ４校です

ね。ですから、今後、例えばそれがふえていくのかとか、また、ある

いは後ほどお話として出していただく児童クラブのありようとか。そ

うしたことも今後いろんな形で考えていかなければいけないことがあ

ると思うのですけども、この場で市長部局と教育委員会が近しいとこ

ろでいろいろなことの情報交換し合えることの意義というのを改めて

感じることができましたということで、私の感想とさせていただきた

いと思います。 

○渡部市長 ありがとうございます。小関委員、いかがでしょうか。 

○小関委員 すみません、幾つかまとめてということになるかと思いま

すけど。本当にありがとうございました。とても読み応えのある、し

かも一つずつ、うんうんと頷きながら、そうそうそうと思いながら本

当に着実に実践されて中身が充実してきているなということを感じた

のですが、大きく分けて、市長部局と学校と教育委員会との連携とい

うことと、それから、もう一つは家庭、地域との連携というそんな視

点で幾つか成果と課題と出されたことに対する注目といったらいいの

でしょうか、そんなことでお話をさせていただきたいと思います。 

  一つ目に、５ページから６ページにかけて、教員についての研修と

いうようなことが挙げられていますけど、昔、教育改革は、教室の入

り口で止まるというふうに言われて、私が学校現場にいるころですね。
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今もそうなのでしょうかね。本当に学習指導要領の改訂とかというこ

とになるのだけれども、その具体化がなかなか教室では行われないと

いうようなことが言われていました。でも、これを拝見して、学習指

導要領についてしっかりと理解を深めていくという、今後についての

課題を出していただいているので、これがしっかり進めば、本当に教

室の入り口ではなく中まで入っていくであろうと、そんなことを感じ

ました。 

その際に、東村山の、私はすごく大きな特徴だと思っているのです

が、研修が本当に充実しているのです。先生方の研修について、とて

も力を入れてもらっていて、一人ひとりの教員が、子どもに即して自

分の力を高めていくという、そういう研修をしていただいています。

それをさらに充実させるということと、もう一つ、例えば校長会、副

校長会でも研究、やっているのですよね。そういう研究発表している

という地区はそんなにはないと思います。それから、市教研もとても

充実していて、教員の資質・能力というか自主的な研究の場なのです

が、しかし市教研は本当に充実している。このあたりをもっとアピー

ルしていただくといいかなと。全体的ないわゆる悉皆研修的なことも

ありますけれど、一人ひとりその場において、校長は校長の職能、副

校長は副校長という。そういったことにも力を入れているし、また今

後も力を入れていくという、そこを確認していただければなというこ

とが一つです。 

  それから、市長部局と学校とのコラボレーションといいますか、連

携ということで言うと、まず環境についてなのですが、先ほど来、環

境教育のお話とかごみについての、ごみ減量推進課の出前授業という

ことで、本当にこれもしっかり力を入れていただいていて、学校現場

でこれは本当にありがたいと思って受けとめていると思うのですが、

持続可能な社会の実現に向けてということから言えば、ここの豪雨で

あるとか、災害的な暑さであるとか、本当に待ったなしの環境の問題

ですよね。このあたり学校でも恐らく今後力を入れていくと思います

けれど、ぜひ例えば、環境・住宅課で幾つか取り組みをされたという、

地域で子供たちに働きかけたり保護者に働きかけたりということだと

思いますが、その資料を学校に提供していただきたい。こんなことで

地域でやっていますよ、環境・住宅課では保護者も子供も集めてこん

な取り組みをしましたよという、その資料を学校に提供されると、学
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校でもそれを踏まえて地域全体での環境教育ができるんじゃないかな

というようなことを感じました。 

  それから、余り言い過ぎると、じゃあ、あと一つ、持続可能なにつ

いては、ぜひぜひ本当に待ったなしなのでというふうに思っています

ので、それをよろしくお願いいたします。 

  もう一つ、家庭、地域との連携ということなんですが、例えば、き

ょう、たまたまですけど給食展示会に行ってきたんですね。すばらし

い給食展示会でした。学校給食の実態を市民の方に広く知っていただ

く、とてもいい機会だったんじゃないかなと思います。その中で、１

６ページ、③です。市立全小・中学校で地場野菜の日を設けるという

ようなことが書かれています。これを学校でとめることなく家庭につ

なげることはできないかなと。例えば、お店先にきょうは地場野菜の

日ですというようなこと、学校給食ではもちろん地場野菜を使って給

食をやりますなんですけれども、きょうは地場野菜の日です、家庭で

もぜひ野菜をというようなそういう取り組みができないかななんてい

うことを考えたり、それから、この地場野菜の日以外毎月１９日が食

育の日ですよね。そうしたことも考えながら給食について、この展示

会できょう出された本当にすばらしい資料がたくさんあったんですが、

そうしたものを出していかれるといいかななんていうようなことを感

じました。 

  なるべく家庭、地域との連携という、連携しましょう、連携しまし

ょうと言ってもなかなか連携できないんですけど、何か取っかかりを

つくって家庭と一緒に考えるというような、そういう機会を多く設け

ることで、少しずつ家庭の教育力も向上していくかなというようなこ

とを考えました。社会に開かれた教育課程なんていうようなことも言

われているので、そのあたりも今後、ご検討いただけるといいなと思

いました。 

  すみません、長くなりまして。以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  幾つかのご指摘がありましたけど、これ事務局のほうでお答えあり

ますか。もう少し先生方が一生懸命研修やっているのをＰＲしたらど

うかというようなこともありましたけど。 

○井上教育部次長 ＰＲさせていただきます。 

○渡部市長 あと、教育と各市長部局との連携についての、そこから学
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校だけでなくて地域、あるいは家庭にまで浸透させるようなことを仕

掛けとしてできないかということなのですが、ちょっと担当者がいな

いんだけど、市長部局のほうで何かありますか。 

○笠原企画政策課長 今、食育のお話をいただいておりまして、当市も

今、学校給食のメニューにつきましては地場野菜を活用させていただ

いて、たいへん好評をいただいているんですけれども、地場野菜に限

らず、本市の給食のメニューを市と包括連携協定を結んでいますセブ

ン＆アイグループ、市内ではイトーヨーカドーさんなんですけど、イ

トーヨーカドーさんに市の給食メニューを置かせていただいて、今日

の市の学校給食のメニューはこれだったんですよというのを置かせて

いただいているんですけれども、非常に好評でして、学務課にご協力

いただいて配らせていただいているんですけど、配布するとすぐ大体

なくなってしまって、ご家庭でお買い物される際に、今日、学校でど

のような給食が食べられているのかなというのを気にされていたり、

月初めになりますと、我々としてもすぐに教育委員会にお願いをして、

新しい月のメニューというのは置かせていただくんですけれども、結

構イトーヨーカドーさんに新しい今月のメニューはまだですかという

問い合わせがあって、イトーヨーカドーさんから私たちのほうに問い

合わせもあるということで、給食のメニューの取り組みにつきまして

は、市民の皆さんからも注目をいただいておりますので、私どもとし

ても今、委員からいただきました地場野菜の活用も含めて、市内のい

ろいろな農産業とも連携しながらさらなる発展、周知に努めてまいり

たいと考えております。 

○渡部市長 よろしくお願いいたします。 

  ほかにいかがですか。 

  佐々木委員、よろしくお願いします。 

○佐々木委員 今の学校給食のお話がかぶってしまうんですけれども、

子供たちの学校給食のためにいろいろ取り組みしていただいて本当に

ありがたいことだなと思っております。きょうも給食展見させていた

だいて、子供たちが楽しそうに親子で触れ合う機会があってすごくい

いなと思いました。 

  私も実はだいぶ前なんですけれども、親子の料理教室に出させてい

ただいたことがあって、子供と一緒に給食のメニューをつくる機会と

いうのがなかなかないことなので、とてもよい経験になったのを思い



１８ 

出しました。 

  中学校のスクールランチなんですけれども、やっぱり中学校の入学

前からスクールランチよりお弁当がいいなというお子さんがどうして

も多いと思うんですけれども、ぜひ中学入学時前に一度試食を小学校

の給食の代わりとしてできる機会があればまたいいのかなと思います。 

○森教育長 これは子供に対してですね。 

○佐々木委員 そうですね。子供たちがスクールランチを一度食べられ

れば、多分思いとかも変わるのかなと思います。無理かもしれないん

ですが、スクールランチの注文忘れも多いので、インターネットを通

して注文ができるようなことができるといいかなと思いました。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  幾つか要望事項ありましたけど、学務課長。 

○森脇学務課長 本日は給食展、委員の皆さん、ありがとうございまし

た。やっぱり百聞は一見にしかず、本当に現場を見ていただいて、さ

まざまな感想をいただき本当にありがとうございました。今後につな

げていきたいと思います。 

  スクールランチのことで、佐々木委員のご指摘どおり、やはり小学

校から中学校に上がるときに不安な保護者の方がいらっしゃるという

のは現実あります。今年度の取り組みとしましては、その辺の不安を

解消していきたいというところがありまして、入学前の小学校６年生

の皆さんに実際スクールランチを食べていただいて、中学校に入って

もこんなおいしい給食が食べられるんですよということをこちらのほ

うも積極的に周知していこうと現在、企画しているところです。年明

け、２月とかそのあたりに入学前の直前あたりになるかと思いますが、

全校ではないですけれども、試行的に実施してみたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○渡部市長 よろしくお願いします。 

  それでは、昨年度まだ教育委員ではありませんでしたけど、櫻井委

員のほうから何かお話があればお願いします。 

○櫻井委員 今、市長のほうからもお話ありましたように、ちょっと私

の質問がとても基本的な部分をわからない状況で質問をさせていただ

くかもしれませんけど、教えていただきたいということも含めてお願
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いします。 

  今回の東村山市教育施策の大綱に係る事務の取組状況ということで、

ご報告していただいたわけですが、教育施策の大綱の趣旨を読んでみ

ますと、３段目のところに、「本市においては改正地方教育行政法第

１条４に設置された総合教育会議を開催し」ということから始まって、

３段目でしょうか、「基本計画を踏まえた上で」、その次なんですが、

「市の教育に不可欠である特別支援教育や教育相談としてを盛り込

み」ということをキーワードとして、特別支援教育や教育相談の視点

というこの二つをあえて入れた大綱をつくったという経緯と、そして、

つくって施策を進めてきた中での成果というあたりをもし教えていた

だけたらありがたいなと質問させていただきたいと思います。 

○渡部市長 当時の課長じゃなくなっちゃったんですけど、お答えでき

ますか。大丈夫ですか。 

○櫻井委員 申しわけありません。今後私も勉強させていただきます。 

  実は、我々の教育委員会でも報告がありましたけれども、例えば、

教育相談に関しては取組状況の中で３ページのところで、東村山市不

登校未然防止・早期発見・早期対応マニュアルに基づき不登校を未然

に防ぐため、欠席し始めた１カ月以上過ぎた児童・生徒について何々

というふうに書いてあるんですね。この間の教育委員会で、不登校に

もしかして近いタイプのお子さんたちの人数が少しずつ減ってきてい

るという報告があったんです。これはまさにある意味では、短期間で

すから、どの程度の妥当性のある数字かどうかというのは、まだもう

ちょっと長いスパンで見ていかないと一概には言えないと思うんです

けれども、少し取り組んだ成果が出てきているんではないかな、そう

いう見方をしてよろしいんでしょうか。 

  もしそうだとすると、なんていうんですかね、私は、教育委員会レ

ベルで話し合うことを、こうやって市長を軸にしたこの会議でやる意

味って何なんだろうと考えたときに、最後はまちづくりという視点が

教育の延長にあるんじゃないだろうかと自分は考えているんです。ま

ちづくりの中で、例えば、特別支援もそうでしょうし、教育相談もそ

うなんですけれども、やはり市民が生活しやすい、または不安が少な

い、または何かが当然何もなくスムーズに人生を送れるということは

そうあるわけではなくて、いろいろなことがあるわけですけれども、

そういうときにこういうふうな行政的な教育という、今日は視点です
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けれども、教育的視点でカバーができるまちなんですよ、市なんです

よということを成果があるならばアピールをしながら、安心して子育

てができるまちなんですというところに持っていくような施策をつく

っていくのがいいんじゃないかなというふうに考えているんですが、

この辺はいかがでしょうか。 

○渡部市長 なかなか事務局ではお答えしづらいかなというふうには思

いますが、当然、櫻井委員がおっしゃられるように、今、ちょうど職

層別会議という、毎年度私どもの市ではテーマを決めて係長職以上同

じ職層ごとにそのテーマについて議論をするというようなことを毎年

やって、相互啓発を図るとともにその中から組織運営上、あるいは今

後、市が取り組むべき施策について反映をしていくというようなこと

をやらせていただいて、今年度については、ちょうど次の総合計画、

あるいは次の都市計画マスタープランの策定を今年度から着手をする

ということで、１０年後の東村山を、１０年後というか今後１０年間

見据えた中でどういう施策展開が必要なのか、あるいは、それを支え

る職員の役割としてはどんなことが必要なのかということをちょっと

議論させていただいて、今ちょうど、きょうも午前中、課長職のある

グループと議論した際に、多くの管理職職員が感じているのは、自分

のところの仕事というか自分のところの業務が一課でなかなか今、完

結することはできないと。やはり相互に連携をしていかないとなかな

か、教育部なら教育部成果自体も上がらないし、さらに包括性を高め

ていくとすれば、まさに櫻井委員がおっしゃられるように教育を通じ

た地域づくりだとか教育を通じたまちづくりだとかそういう視点はや

はりお互いに持ちながら、当然障害施策との連携というのが特別支援

教育であれば必要になりますし、あるいは、先ほどもお話あったよう

に安全教育という視点で言えば、交通安全や防災所管との連携、環境

教育という視点であれば、当市の環境を担っているセクションとの連

携というのが必要になってきます。 

  そのことを通じて、子供たちを教育するとともに、先ほど小関先生

からもありました子供から家庭に広げていく、家庭から地域に広げて

いくような視点が必要だというのは全くおっしゃられるとおりだとい

うふうに思いますので、学校をますます市役所の組織というのはよく

言われるように縦割りになりがちなんですけれども、常にそういう組

織横断的な、よく我々の世界では横串を刺すという言い方をさせてい
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ただいていますけれども、やはり教育は教育だけがやるということで

はないし、市長部局もそれぞれの事業セクションがその事業をやると

いうことではなくて、やはりそれらをうまく関連づけてトータルとし

て市民に向けてどういう発信をして、どういうまちをつくっていくの

かということをやはり共有しながら、ここは市政を高めていかないと、

やはり難しいんじゃないかなというふうに思っております。 

  障害関係について言いますと、今、基本的にはどのセクションの職

員についても、障害については基礎的な知識を持たなければいけない

ということで人事課が、今、主導して、障害を学ぶ講座というのを基

本的には入社した年の職員だったか２年次目だったかの職員が受講す

るようになっています。それから、近年は、やっぱり非常に認知症の

方がふえて、窓口等々公共施設にお見えになるケースが非常にふえて

いて、まだ全庁的な取り組みではありませんが、実は教育委員会の図

書館では図書館職員が認知症サポーター養成講座を健康増進課の支援

を受けて、認知症に関する知識を得ると、どういう対応をすることが

適切なのかと、そういうことを進めながら、我々の目指している地域

包括ケアシステムというのは、認知症になっても住みなれた地域、住

みなれた我が家で生活ができるような環境を整えたり必要な行政的な

支援をするということ、あるいは、地域全体でどういうふうな支え合

い、見守り合いをするかということで、まさに地域づくりがキーワー

ドになりますので、そういったことも今後、各セクション、それから、

教育の現場で子供たちも含めて学ぶことが非常にこれからの超高齢社

会の中では非常に重要ではないかなとそんなふうに考えております。 

  どうぞ。 

○櫻井委員 まさに今、市長がお話しされたとおりというか、お話を伺

って、ある意味では安心というか市の方向性というのは見えてきたの

でありがたいなというふうに思いましたけれども、やはり障害という

テーマで一つ言わせていただければ、障害というのは意図したわけで

はなくてどこの家庭にも生まれる可能性があって、どの家庭にも生ま

れる可能性があってたまたま我が家に生まれたみたいなもので、たま

たま我が家に生まれたということからスタートして不安でしようがな

くて今まで育てた経験もないし、また、世の中全体の障害のある方た

ちの生き方というのを見ていると、やはり親として将来、夢を持てる

かどうかということも含めて不安な気持ちでいて、小学校教育、学校
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教育が始まるような、そういうタイミングになっていくんだと思うん

ですよね。 

  もう一方で、不登校で教育相談という一つの切り口の中で不登校を

例にあげれば、もう一方で子供が学校教育にそれは障害があるとか、

学校教育にうまく馴染んでいけるんだろうか、やはりとても不安な気

持ちで学校に入ってきて、結果的に子供が登校を渋り始めたりすると、

おどおどしてしまう保護者層というのがあるわけです。その背景とし

ては、やはり核家族化とか、それから、お兄ちゃん、お姉ちゃんがい

なくて、モデルがなくて、こういうふうに子供は育てればうまくいく

んだよみたいな原体験が親には少なくて、また、親同士でもその連携

がうまくとれている方もいらっしゃいますけれども、とれないという

ご家庭もありまして、その背景としては、片親、お父さんやお母さん

片親しかいないというふうなご家庭のパーセンテージがどの数字を出

すのが正しいかわかりませんけど、私が知っている限りでは８％、あ

るいは１２％ぐらいの数字が出ていますし、それから、貧困率が１

６％ということで、子供のことを考えたいけど生活するので精いっぱ

いというようなそういう家庭環境的な、親はやりたいんだけれどもで

きないというような、つまり私が言いたいことは何かというと、学校

現場で見ている子供たちを見ていますと、親の不安が子供に投影する

傾向がすごく強いんです。ですから、親御さんたちをどう安心させな

がら学校教育をうまくやっていくか、例えば、一つの例で言えば、今

回のように東村山市はこういうふうな施策をやったら不登校が減りま

したといったら、それはもう保護者が喜ぶことであって、こういうふ

うな取り組みもしてくれているんだ、じゃあ、何かあったときにすぐ

先生に言えばいいのかな、要するにそういうなんていうんですかね、

鎖のようにつながりをつくって、意図的につくっていきながら、やっ

ぱり保護者を安心させてあげたい、またはもう一方では障害がある子

の場合でもこういうような形でバックアップ、市としては対応して、

先ほどもお話あったけれども、印象的ですけれども、市の職員は全て

の障害についてある程度は認知をしていて対応できるように積極的に

考えていますみたいなことをＰＲするとか、そういうものをうまくＰ

Ｒしながら学校教育ができるものをうまく推進しながら最終的には多

分東村山市というのは、工場がどうこうとかそういうことよりも人に

優しいとか、多分子育てだとか高齢化ということも含めた人に優しい
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まちをつくっていく、子育ては東村山みたいなそういう部分のアピー

ルを将来、というか今も多分されていると思うんですけれども、それ

につながるような具体策として、キーワードとしては温かい、温かい

の具体策は何といったら、子供たちがつまづいたら、教員はこうやっ

て動きますみたいな、要するに、そんな形でＰＲしていくというあた

りが、つまりこれだけ学校がまたは教員が努力していても限界があり

ますが、渦をつくっていかないとなかなかそれは形になっていかない

んじゃないかな、その渦をつくるというあたりで成果をうまくＰＲで

きたらいいのかな。先ほどの地場産業もそうなんですけれども、食生

活がやっぱり今なかなか朝食を食べないということが子供たちにとっ

てやっぱり大きな、生活習慣云々じゃなくて、脳の活性化とか、生活

リズムとかというあたりでやっぱり学校現場は感じていらっしゃると

思うんですけれども、その辺を具体的に地場産業というか、こんな簡

単な朝ごはんみたいな感じでやるとか、その時期はこんなものが出る

とか、要するに、そういうふうな感じで保護者の方たちが簡単に取り

組める、ちょっと安心できるという、そんななんか渦を教育委員会か

ら発信できたらいいのになってちょっと思ったもので発言させていた

だきました。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  まさに都市の基本的な都市特性として住宅都市ということになりま

す。１０年たとうが２０年たとうが、いきなり工業都市だとか商業都

市になるわけでは多分ありませんので、やっぱり安心して住み続けら

れるまちということが、やはり当市のやはり大きな都市としてのアピ

ールポイントになりますので、その中でやはり教育の占める比重とい

うのも極めて高いと思うんですね。やはり安心して子育てをして、冒

頭ご挨拶で申し上げたような中国のすごい学校のようなまねはできま

せんが、東村山の公立小・中学校に行けば、どういう家庭環境、どう

いう経済状況のお子さんでも基礎的な生活習慣、基礎的な学力をしっ

かり身につけられるというようなことがやはり当市にとっては非常に

重要なことになると思うので、今後ともやはり教育委員会、まさに各

学校現場でご苦労されている先生方とできるだけ我々も連携をしなが

ら、そういうまちづくりを進める一環として教育行政も我々と私も一

定の責任を果たしながら進めていきたい、そんなふうに考えておりま

す。 
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  ほかになければ、とりあえず昨年度の報告事項についてはよろしい

でしょうか。 

  時間も限られておりますので、それでは、２９年度の取り組みにつ

いては終了させていただきます。 

  それでは、次に、各個別課題の報告に移らせていただきます。 

  まず最初に、児童課長より児童クラブの学校施設利用に関する調査

結果についての報告をお願いいたします。 

○半井児童課長 子ども家庭部児童課長の半井です。よろしくお願いい

たします。 

  お手元の資料、児童クラブの学校施設利用に関する調査結果概要を

ごらんください。 

  学校施設利用に関しましては、学校の協力をいただき調査を実施い

たしました。昨年度末、ことしの３月になりますが、調査結果がまと

まりましたので、概要をご報告させていただきます。 

  資料１の検討目的といたしましては、特に受入規模を大きく上回る

児童クラブについて、学校の教室を活用して児童クラブを設置する可

能性について整理検討を行いました。 

  ２番の児童クラブ利用率になりますが、受け入れ規模に対しての在

籍児童率になります。こちらの上位４施設に通う児童の在籍校である

秋津、八坂、北山、回田小学校について調査をいたしました。富士見

児童館育成室につきましては、八坂小学校の児童が在籍しております。  

  ３になりますが、各校の教室内訳になります。特別教室のうち黒枠

になっているところが特別活動室と言われる教室に調査では注目をい

たしました。 

  裏面になります。当該４児童クラブの今後の児童の見込み数になり

ます。利用率はいずれも１００％を超える見込みとなっております。 

  ５になりますが、５では、特別活動室の利用検討になります。児童

数の推移から普通教室の過不足を予想しております。 

  最後になりますが、６では、コストに関しての報告となります。教

室の対応であれば１００万円程度の改修費とし、新設する場合には約

７，０００万円が見込まれることから、教室の転用がコスト的にもす

ぐれているとご提案いただきました。 

  以上、調査の概要をご報告いたしました。この調査を踏まえ、６月

に４校にお邪魔して学校の説明を受け、特別活動室などを見学させて
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いただきました。現状、利用状況なども学校から伺ったところであり

ます。各校未利用の教室がなく何らかの目的で利用されていることや

補助金などを活用して整備されている教室もあることなど説明を受け

たところでございます。 

  また、地域コミュニティの活動場所に提供している教室など各校の

諸事情もわかった次第でございます。現在、どの部屋をどのように児

童クラブに活用できるか課題の抽出と解決策などを検討中で、先日は

庁内関係所管の協議を行い、課題や解決策など情報共有したところで

ございます。 

  今後も庁内関係部署と定期的に協議を行い、連携を図りながらいま

一度各校に伺い、利用方法などを協議してまいりたいと考えておりま

す。 

  私からは以上になります。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  以上で、児童クラブの学校施設利用に関する調査結果についての報

告を終わりますが、何か本件につきまして、ご質問等ございませんか。  

  昨年度、ご説明させていただきましたが、相当児童クラブについて

は制度が変わって６年生までお預かりをしなければならなくなりまし

た関係から、２のほうをごらんいただくと、定員数に対しまして、例

えば、育成室は２１３％ということで倍のお子さんを受け入れており

まして、ちょっとこれ以上の受け入れは困難、ただ、ニーズとしては

非常に高いものがあるので、あと、先ほど申し上げたようにコスト、

費用の問題もあることから、できれば教室で、余り活用されていない

教室があれば、児童クラブの利用に使わせていただくべく基礎調査を

昨年度、皆様にお諮りをしてかえさせていただいたところでございま

すが、なかなかいろいろ、児童クラブの利用人数が多い学校というの

は逆に学校自体も児童数が多いので、なかなか活用に転用できるとこ

ろがないということから弱ったなということなんですが、今後、ちょ

っと所管とまた学校側で十分協議をさせていただきたいと考えており

ますので、教育委員の皆様にもご承知おきいただければとそのように

思っております。 

  次に、教育総務課より市立小・中学校コンクリートブロック塀の調

査点検結果について、ご報告をお願いいたします。 

○仁科教育総務課長 私のほうから先般、６月に発生いたしました大阪
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北部地震に伴う市内小・中学校のブロック塀の対応状況について、報

告させていただきたいと思います。 

  これまでも教育委員会等におきましては、随時報告はさせていただ

いているところではございますけれども、改めて総合教育会議におい

ても報告をさせていただきたいと思う次第です。 

  ６月１８日月曜日、大阪府を震源とする最大震度６弱の地震に伴い、

高槻市内の小学校でブロック塀が倒壊したことにより児童が犠牲にな

るという大変痛ましい事故が発生いたしました。そちらにおきまして、

市内小・中学校における安全点検を実施した結果、建築基準法施行令

に適合しないブロック塀が市内で１４校確認したところでございます。

そちらの改修工事の状況でございますけれども、まず、東村山第四中

学校のプール壁において、最長２．９５メートルの高さの壁がありま

して、それが建築基準法施行令の基準ですと２．２メートル以下の高

さにするというような形で、仮設の改修工事を先月７月１５日から改

修をしております。工事につきましては、完了は８月１０日ごろを予

定している次第でございます。 

  また、八坂小学校につきまして、同じくプール壁の高さが最長２．

４メートルとなっておりまして、そちらについては、８月上旬から同

じく２．２メートル以下の高さにする仮設の改修工事を着手する予定

で、夏休み中の完了を予定しているところでございます。 

  それ以外の学校のブロック塀につきましては、順次、改修工事を進

めてまいりたいと考えております。 

  教育総務課からは以上になります。 

○渡部市長 小・中学校のコンクリートブロック塀につきまして、いか

がでしょうか。ご質問よろしいですか。 

  そういうことで、順次改善を今、進めているということでご承知お

きいただければと思います。 

  次に、統括指導主事より、学校での熱中症対策についてのご報告を

お願いいたします。 

○小林統括指導主事 私からは、学校における熱中症事故等の防止につ

いて、ご報告をさせていただきます。 

  熱中症の事故防止につきましては、これまでも毎年春の運動会が５

月末から６月の初めにかけて行われます。近年は、その月から熱中症

対策をということが呼びかけられております。当市の教育委員会とい
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たしましても、例年５月の校長会、副校長会の折りには、既に熱中症

対策をということで注意喚起をしてきたところでございますが、皆様

にもご案内のとおり７月１７日、愛知県豊田市において小学校１年生

が校外学習に参加して学校に戻った後、死亡するという悲しい出来事

がありました。これを受けまして、この事実を聞いて当市教育委員会

は早速学校にファクシミリ、それから、井上次長からは管理職にメー

ルを発信をさせていただいて、本市におきましては、多くの学校は７

月２０日には１学期の終業式を迎えるということもございましたので、

もちろん残りの授業日、それから、休みに入ったときも含めて子供た

ちに学校から熱中症対策の指導、助言をしてくださいということで緊

急に通知をさせていただきました。 

  その後、翌日には東京都から改めて通知も発出されましたので、７

月２０日の前までには学校での対応、それから、子供たち一人一人が

自分で自分の身を守るということについてどのように対応したらいい

かということについて指導をしていただいたところでございます。 

  また、今年度におきましては、７月２０日に終業式を迎えたのは、

中学校が全校、小学校の半分の学校でございました。翌週の７月２５

日の水曜日、また、７月２６日の木曜日まで授業を実施している小学

校が半数ほどございました。これは授業時数の確保で、学校によって

授業日を設定する、ただ、７月２３日の月曜日に振りかえていますけ

ど、ものすごい高温、高温注意報が出る気候になりました。改めて終

業式のときには、体育館に集まって終業式を行うというのが恒例の学

校行事でございます。ただ、体育館もかなり暑くなるということで、

改めて先週行う学校につきましては、教室の中で校内放送というよう

な形をもって終業式を実施するということにつきましても通知をさせ

ていただきました。 

  また、夏休み中もプール水泳指導がございます。あるいは、部活動

もございます。プールにおいても、水温が３１度以上になると水の中

でも汗をかいて脱水症状を起こすというような状況にもなることから、

立地条件等で各学校でプールサイドの気温、あるいは水温等、それぞ

れかと思いますが、改めて水泳指導においても、部活動においても、

十分に子供たちの健康管理、それから、こまめな水分補給をというこ

とで通知をさせていただいているところでございます。 

  ７月に報告がございましたが、熱中症の疑いがあるという学校から
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の報告は３件ございました。１点目は、熱中症ではなく胃腸炎という

診断が出たということですが、ほかの２点につきましては、軽度の熱

中症の疑いがあるでしょうというご報告をいただいたところですが、

大きな事故には至っていないというのが現状ではございますが、今後

も注意深く学校には注意喚起してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○渡部市長 熱中症対策についての報告は以上でございますが、皆様の

ほうからご質問、ご意見等あれば。 

  先ほども２９年度の取り組みの中でご説明しましたが、当市の場合

は、普通教室には全て空調設置をして、現在、特別教室等への設置を

進めている状況だったのでよかったかなと思っておりますが、本当に

ちょっと桁外れの暑さで、もしかすると今後もこうしたことが毎年起

こるのではないかと言う識者もいらっしゃるので、暑さ対策、熱中症

予防はかなり重要なテーマかなと思っています。 

  ちなみに先日、半月ほど前なので７月前半の情報ですが、市内で消

防署により救急搬送された熱中症の方が２２名いらっしゃったという

ことを消防署長さんからお聞きをしました。ほとんど高齢者の方だと

いうことでございますので、皆様方、年齢に関係なくご注意いただけ

ればと、そのように思います。 

○櫻井委員 情報提供的な話ですけれども、このことについて、７月２

３日に小学校とかいろいろな教育委員会に出ることがあって、そのた

びにそういう話が出たんですけれども、川越あたりは中学校の部活動

の大会を全部中止にしたということで、それに伴って県体の予選会を

兼ねた大会になるんですけれども、それをどう対応するかというあた

りの判断をされたというのは聞いております。 

  それから、さいたま市などは、プールについては一つのラインはつ

くらず、校長の判断でという形で結構まだらでしたね、学校によって。

この辺はやっぱり市教委で整理したほうが絶対いいだろうなと思いま

したけれども、先ほど３１度というラインを出されたというのは賢明、

３１度が妥当かどうかはちょっとその辺の判断は私にはできませんけ

れども、市教委から多分指示が欲しい部分だろうなと思っています。 

  今後、待ったなしというんでしょうか。特に天候などは本当に後で

考えましょうというわけにはいかないことなので大変だと思いますけ

れども、この辺は迅速に対応、必要なことが出てくるだろうなという、
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ちょっと情報だけです。 

○渡部市長 ありがとうございます。そうですね。中学校になると部活

とか試合とかやるかやらないかという判断が分かれるところかなとい

うふうに思います。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 事務局のほうから次回の総合教育会議の会議日程

についてご案内させていただきます。 

  次回、第３回の総合教育会議につきましては、１０月３日水曜日、

午前９時から、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 ちょっと間がありますが、２カ月ほどしましたらまたこち

らの部屋で総合教育会議をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上で、平成３０年度第２回東村山市総合教育会議を閉会といたし

ます。 

  ご苦労さまでございました。 

午後３時２０分 閉会 

 




