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平成３０年第１回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成３０年５月２日（水）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 人事課長 濵 田 義 英 

教育部次長 田 中 宏 幸 経営政策部長 間 野 雅 之 

教育部次長 井 上 貴 雅 経営政策部次長 原 田 俊 哉 

統括指導主事 小 林 宏 経営政策部次長 河 村 克 巳 

教育総務課長 仁 科 雅 晴 企画政策課長 笠 原 貴 典 

子ども・教育支援課長 大 西 弥 生 資産マネジメント課長 堀 口 裕 司 

学務課長 森 脇 孝 次 行政経営課長 深 野 聡 

総務部長 東 村 浩 二 地域創生部長 武 岡 忠 史 

総務部次長 高 柳 剛 東京2020オリンピック・パラリンビック担当主幹 川 崎 基 司 

○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３０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 その他 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 皆様、おはようございます。 

  ちょっと時間が早いんですけれども、全員お揃いでございますので、

ただいまから平成３０年度第１回東村山市総合教育会議を開催させて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  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。本年度も総合教育会議を

通じまして、教育委員の皆さんと私を初め、市長部局の職員とさらな
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る連携のもとに東村山市の教育の充実に向けて、全力で取り組んで参

りたいというふうに考えておりますので、ご指導ご協力ほどよろしく

お願い申し上げたいと思います。 

     

 

それでは、議題に入ります前に、本日の会議におけます資料の確認を事

務局からお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 それでは、配付資料のほうを確認させていただき

ます。まず、事前配布させていただきました資料といたしまして、１

番、資料番号はございませんが、本日の次第です。２点目、資料１、

平成３０年度東村山市総合教育会議年間スケジュール（案）。３点目、

資料２、平成３０年度東村山市総合教育会議の進め方について意見整

理。 

 続きまして、本日新たにお配りさせていただきました資料といたし

ましては、資料番号ございませんが、席次表。２点目といたしまして、

平成２９年度第４回東村山市総合教育会議会議録。３点目といたしま

して、資料番号ございませんが、平成３０年度の重点施策。４点目、

スポーツに関する事務の市長部局への移管について。５点目、想像し

てみよう！将来の公共施設 施設再生ケーススタディブック。６点目、

東村山市・蘇州市スポーツ交流事業について。 

  以上９点お配りさせていただきました。もし、不足がございました

ら、事務局のほうへお願いいたします。 

○渡部市長 資料の過不足等はございませんでしょうか。よろしいです

か。 

  なお、昨日より市役所は、クールビズ対応ということで、私もネク

タイを外させていただきまして、職員も今日はノーネクタイというこ

とで、臨ませていただいていることをご了承いただきたいと思います。

今年は、５月１日から９月３０日まで市役所はクールビズということ

で、基本的には、男性職員はノーネクタイ、場合によっては上着も着

衣しない場合もございます。女性職員については、余り華美な服装に

ならないようにというぐらいのドレスコードなのですが、ぜひ教育委

員の皆様にもご承知おきをいただければと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、引き続きまして、本日の傍聴について、委員の皆様にお
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伺い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

を受けてございます。特段の非公開情報はないと思われますが、傍聴

者の入場を許可すること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、入場を許可させていただきます。

なお、会議途中で傍聴希望者が来た場合につきましても、同じように

入場を許可する形で進めさせていただきたいと存じますが、よろしい

でしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 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すと、１０名以上の傍聴が可能と思われ

ますので、一応、入室可能な限り、傍聴を許可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 では、そのような形で傍聴を認めたいと思います。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 本日、傍聴者１３名になります。 

○渡部市長 それでは、入場を認めたいと思いますので、暫時休憩をい

たします。 

 

午前 ９時０５分 休憩 

 

午前 ９時０６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。 

  ここで傍聴の方にお願いをさせていただきます。傍聴していただく

に当たりましては、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。 

  改めまして、皆様、おはようございます。東村山市長の渡部です。

本日は連休の谷間ということで、ご家庭ではいろいろとご予定もあっ

た方ももしかするといらっしゃるかと思いますが、何かとお忙しいと

ころ、平成３０年度の第１回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。 

  本総合教育会議は、ご案内のとおり、地方教育行政の組織及び運営
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に関する法律の一部を改正する法律に基づきまして、平成２７年度か

らスタートさせていただきまして、平成２８年の２月には、皆さんに

ご議論いただき、東村山市の教育施策の大綱を定めさせていただいた

ところでございます。それ以降、教育施策の大綱に基づいて、東村山

市の教育は実際にどのような形で行われているのかということについ

て、検証をいただくとともに、教育委員会並びに市長部局にまたがる

ような教育の課題、あるいは子供たちにかかわる課題について、年４

回にわたって、この間２カ年、平成２８年度、２９年度と議論をいた

だきまして、一定の成果を上げてきたのではないかなと、このように

考えているところでございます。改めて、教育長を初め、教育委員の

皆様に感謝を申し上げる次第でございます。 

  特に昨年度は、教育委員会教育部の組織の一部を市長部局に移管す

るということで、市民スポーツ課の取り扱いについて、総合教育会議

の場で、議論いただき、教育委員の皆様の了解をいただいて、３月定

例会にお諮りをさせていただき、後ほど総務部のほうから、説明をさ

せていただきますが、市民スポーツ課につきましては、本年度新たに

創設されました地域創生部のほうに移管をさせていただきました。オ

リンピック・パラリンピックを踏まえて、スポーツ行政もこれから教

育との密接な関連のもとに、さらに地域活性に向けてスポーツ行政を

活用させたいというふうに考えておりますので、折に触れまして、引

き続きスポーツ行政、体育行政については、この教育会議の場にご報

告をさせていただいて、教育委員会、教育委員の先生方のご指導をい

ただければと、そのように考えているところでございます。 

  また、本年度についても、後ほど、どういったテーマで議論させて

いただくかということを決めさせていただきたいと思いますが、せっ

かくの機会でございますので、ぜひ、教育委員会にとどまらず、やは

り市長部局と共有する課題テーマについて、昨年度も福祉と教育の関

連等々についても、いろいろとご議論いただいたところでございます

が、そういった課題について、また、議論を深めていければと考えて

おりますので、本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

  さて、今年３月に櫻井康博氏が当市の新しい教育委員に任命をされ

たところでございます。教育委員の皆様はご案内と思いますが、本日、

櫻井委員にとっては初めての総合教育会議ご出席ということになりま

すので、最初に櫻井委員から一言ご挨拶いただければと思いますので、
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よろしくお願いいたします。 

○櫻井委員 初めまして、教育委員を拝命しました櫻井康博と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。現在は埼玉大学の教育学部で仕事

をしております。専門は特別支援教育でございます。大学では教職大

学院を担当する専任教諭という位置付けで大学院のほうの指導、特に

現職の教員のほうの指導を中心にやらせていただいております。 

  私自身は、八坂小学校、そして第一中学校の卒業生でもございます

し、人生この年まで、ずっと東村山でお世話になった者でございます。

こういう経歴を生かしながら、どこまでお役に立てるかわかりません

が、皆さんと一緒によりよい教育行政に少しでも寄与できるようにと

いうことで考えておりますので、今後ともご指導等また一緒に力を合

わせるという観点で、お世話になりたいと思いますので、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した。櫻井委員におかれましては、た

だいま自己紹介いただきましたけれども、埼玉県で教諭をされて、特

別支援教育では全国的に有名な先生でいらっしゃるので、当市の教育

委員にご就任いただいて、大変、私もありがたく思っておりますので、

今後とも、専門的な見地、また一市民としてでも、積極的なご発言を

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

  それでは、早速、次第に沿って、本日の会議を進めてまいります。

本日の議題は、平成３０年度の総合教育会議の進め方についてと、今

年度取り扱う教育の諸課題についてでございます。まずは今年度のス

ケジュール案について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 それでは、資料１、平成３０年度東村山市総合教

育会議年間スケジュール（案）をご覧ください。 

  昨年度の第４回総合教育会議において、年４回の案をお示しさせて

いただきました。今年度も、昨年度と同様に年４回の会議という形で

進めさせていただき、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、第２回の総合教育会議では、東村山市教育施策の大綱に基づ

き、平成２９年度どのような取り組みがなされたかを報告させていた

だき、ご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回の会議でご議論していただくような形

になるかと思います。 
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  事務局のほうからは、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）につきま

しては、ただいま事務局のほうから説明させていただきましたが、こ

れまでも、先ほどご挨拶申し上げましたが、当市においては、総合教

育会議は年４回、四半期ごとに１回程度ずつ開催するということで、

進めさせていただいております。平成２８年度、２９年度についても、

第２回については、教育施策の大綱に関わる前年度の取り組みについ

て検証をさせていただき、第３回、第４回では、第１回目に決めたテ

ーマについて、議論するという形で進めさせていただいております。

特段、これで問題がなければ、今年もこのようなサイクルで議論を進

めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○渡部市長 ご意見をぜひ。指名ですみません、當摩委員、何かありま

したら、お願いします。 

○當摩委員 市長の熱いお心に、私なんかにとりましたら、ご多忙の市

長とこうして時をご一緒させていただいていろいろなことを考えさせ

ていただくというのは、大変貴重なのですが、本当に４回で大丈夫と

いう気持ちがございまして、お忙しかったら３回でいいと思うのです

が、今伺った気持ちを見れば、無理をしてでも、いろいろなことを一

緒に考えていこうという決意のあらわれととらせていただいてよろし

ゅうございましょうか。 

○渡部市長 自治体によっては、調べると年に１、２回というところが

多いのですけれども、せっかく、こういう制度ができたので、四半期

に一度程度やらせていただくほうがよろしいのではないかと、私とし

ては思っているので、教育委員の皆さんがご負担なければ、いかがで

しょうか。 

○佐々木委員 大丈夫です。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

○渡部市長 小関先生も今年も４回でよろしいですか。 

○小関委員 はい。 

○渡部市長 では、教育長よろしいですか。 

○森教育長 はい。 

○渡部市長 ということで、今年度につきましても、昨年度同様、年４

回、四半期に１回程度、ちょっとタイミングとしてうまくそういうタ

イミングでできるかどうかわかりませんが、一応そういう形で進めさ

せていただき、次回の第２回の総合教育会議では、昨年度の東村山市
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の教育施策が、大綱に基づいてどのように行われているかについて、

検証を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、教育の諸課題の選定について議題とさせていただきた

いと思います。 

資料１の平成３０年度東村山市総合教育会議年間スケジュール

（案）で、スケジュール表の下のほうに、参考で示させていただきま

した平成２９年度の総合教育会議での取り組みについて、記載をさせ

ていただいておりますように、昨年度は第３回の会議におきまして、

人権教育、人権学習にかかわる取り組みについてと、保幼小の効果的

な接続と連携の工夫についてをいろいろとご議論をいただいたところ

でございます。今年度取り扱う教育の諸課題については、事前に教育

委員の皆様から、ご意見をいただいております。それが資料２の平成

３０年度東村山市総合教育会議の進め方について意見整理でございま

す。ここから少し絞らせていただきまして、今年度の第３回、第４回

で議論をさせていただきたいというふうに考えております。 

  まず、テーマを絞るのに先立ちまして、平成３０年度の主要事業に

ついて、まずは教育委員の皆様にもご認識をいただいた上で議論を進

めさせていただいた方がよろしいかと思いましたので、市長部局のほ

うから平成３０年度の東村山市の教育以外にもわたる主要事業につい

て、説明をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、行政経営課長から説明をお願いいたします。 

○深野行政経営課長 おはようございます。行政経営課長の深野と申し

ます。私のほうから説明を申し上げます。 

  お手元の平成３０年度の重点施策と書いてあるもので、カラーの冊

子になっております。少し網羅的に駆け足になってしまうかもしれま

せんが、私のほうからご案内申し上げることになっております。 

  平成３０年度の予算につきましては、表紙にございますとおり、三

つの柱、（１）（２）（３）としてございますが、まちの価値の向上、

ひとの活力の向上、くらしの質の向上ということで、主に都市基盤の

分野、子育ての分野、高齢者福祉の分野、産業振興の分野、安全安心

の分野、自然環境の分野といった６つの分野につきまして、特に重要

視する施策を選びまして、それぞれが具体的な策を講じることによっ

て、まちづくりの好循環をつくっていきたいということです。 

  続きまして、２ページ以降、具体的な内容につきまして、ご案内を
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申し上げます。 

  まず、まちの価値の向上ということでございます。主にこちらにつ

きましては、都市基盤の整備の分野になってございます。 

  １点目、東村山市駅周辺のまちづくりということでございまして、

日に日に変化があると思いますけれども、駅周辺のまちづくりを含め

まして、ここで説明しております府中街道の整備等合わせまして、都

市計画道路、市が施工しておりますものも順次進んでおりますので、

市の中心核と合わせた交通ネットワークの整備ということで、一体的

な都市基盤整備をしていただく考えでございます。 

  続きまして、都市計画道路の整備ということで、こちら３・４・２

７号線及び３・４・５号線ということで書いてございます。 

  ３・４・２７号線につきましては、ご案内のとおり、さくら通りと

いう通称で呼ばれてございますが、こちらにつきまして、用地取得の

目途がたってございますので、秋津方面まで、スポーツセンターを通

り越して、アクセスの向上が期待されるということでございます。 

  ３・４・５号線につきましては、東久留米までアクセスが改善され

るということで、こちらも新規事業として着手する予定でございます。 

  続きまして、下のところ、自転車レーンの設置ということで、過去、

３・４・２７号線に既に設置されているものもございますけれども、

今後の自転車利用の促進、安全確保等をいたしまして、引き続き新規

整備路線につきましても、自転車レーンを設置してまいりたいと考え

ております。 

  続きまして、３ページをお願いします。３ページ下段の市の主要計

画・構想の策定と推進につきましては、現在、第４次総合計画という

ことでございまして、平成３２年度までを計画期間とした総合計画が

推進中ということでございますけれども、平成３３年度以降につきま

しては、次期第５次総合計画がスタートすることになってございまし

て、平成３０年度、今年度から本格的な策定・着手してまいりたいと

考えてございます。そちらに合わせまして、時期をほぼ同時期とする

都市計画マスタープラン、人口ビジョン・創生総合戦略、公共施設等

総合管理計画、市センター地区整備構想等、市の全体的なことにかか

わる事柄につきまして、一体的に進めることで、整合性の向上、効率

性の向上というようなものを目指しまして、足かけ３年でございます

けれども、一体的に策定支援を進めて、関係所管と効率的な計画策定
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を進めていきたいということで、債務負担行為を含めまして、平成３

２年度までの予算にて、策定をしていきたいと考えております。 

  続きまして、４ページをお願いします。大きな２点目でございまし

て、人の活力の向上でございます。個別的なところでございますけれ

ども、まず１点目、市民のいきいきとした暮らしの支援ということで

ございます。写真がございますけれども、社会福祉センター、就労支

援、地域づくり推進事業ということで、社会福祉センターにつきまし

ては、こちらに掲げてございます予算額にて、改修に向けた実施設計

等を進めてまいりまして、今後の高齢者、障害者等を含めた多様な就

労支援の場づくり、あと、地域に参加する場合の場づくりなどを目指

しまして、次年度以降の整備に向けた検討を進めてまいりたいと思っ

ております。 

  続いて、中ほどの生活困窮者及び被保護者への支援ということで、

３点ほど掲げておりまして、特に新規事業といたしまして、１点目が

学習支援充実事業ということで、こちらに記載ございますけれども、

現在デスクという事業名称で、中学生の生徒を対象に学習支援等を行

ってございますけれども、その後、卒業されてから進級などの支援、

あと、進学・就労等の支援を高校生を対象にまで順次広げるというこ

とで、これまでの事業を拡大する予定でございます。 

  続きまして、医療扶助適正実施推進事業ということで、医療扶助に

つきましては、なかなか増加が止まらないということがございまして、

ジェネリックなどの推進などもございまして、専門の相談員を設定い

たしまして、適切な医療の指導、支援のほうにつきまして考えており

ます。 

  特定健康診断受診率・特定保健指導利用率向上事業ということで、

新規事業で掲げてございます。国民健康保険制度では、なかなか受診

率が向上せず、医療費補助給付の増加になかなか歯止めがかからない

ということで、特に集団検診の機会の拡大と対象の勧奨をふやす拡大

いたしまして、支援を推奨してまいりたいと考えてございます。 

  続きまして、５ページに移らせていただきます。子育て分野におい

て、新規事業ではございませんけれども、ゆりかご・ひがしむらやま

事業ということで、特に窓口や訪問での子育ての支援につきまして、

助産師と保健師を配置しまして、適切なサポートをしてまいりたいと

考えてございます。 
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  保育園向けの新規事業といたしまして、医療的ケア児支援事業とい

うことで、特に医療的ケアを必要とするお子さんが通われている保育

所に対しまして、補助金を交付することで体制の強化を図ってまいり

たいと考えております。 

  後段の働き方改革、業務の効率化、生産性の向上ということで、２

点掲げてございます。昨年度から、職員、これまでも時間外勤務が増

加傾向がなかなかとまらないということ。特定の部署で、集中して業

務が多い、繁忙期だったと、そういうような状況もございますことか

ら、システムを導入して出退勤管理システムなどを導入いたしまして、

時間の使い方ですとかを見える化して、今後の効率化に結びつけてい

きたいと。あとは、いわゆる病児手当の導入でございまして、特にス

ケジュール調整であったりとか、簡易な会議であったり、打ち合わせ

だったりにつきまして、職員の時間の使い方につきましても、効率化

を見出して、これらのシステムを活用して生産性の向上を図る。その

結果、市民サービスの向上等に利用できればということで見込んでお

ります。下段のフロア改革の実施ということで、平成２９年度からモ

デル的に一部で施行しておりますけれども、先ほどのシステムの導入

とあわせて、やはり市民の方が来庁される職場と日々職員が利用する

職場につきまして、これもより時間を効率的に使いたい、場所を効率

的に使いたいといったようなことで、これも生産性の向上に寄与する

ということを目指しまして、一部、間仕切りなどを変更などいたしま

して、コミュニケーションを活発化させるといったような取り組みを

進めてまいりたいと考えてございます。 

  続きまして、６ページをお願いします。くらしの質の向上というこ

とで、３点目でございます。上段と中段につきまして、全国初、都内

初ということで２点掲げてございまして、昨年度は、公民連携につい

て、これまでの行政課題につきまして今後将来的な展開を見据えた中

で、市ではなかなか取り組むことが難しかった点につきまして、民間

事業者のノウハウ等を生かして、この２点につきまして、一つの形と

なったということでご紹介申し上げます。 

  １点目が、公民連携による「ジョブシェアセンター」の公共施設で

の開設ということで、新規事業でまとめてございます。パーソルテン

プスタッフ株式会社と掲げてございますが、昨年度の９月に包括連携

協定を締結いたしまして、市民の雇用等につきまして、市民の働き方、
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あとは市職員ということで、内部での働き方、両面につきまして、共

同研究を進めてまいりまして、まず１点目の公共施設、市民センター

で既に展開しております「ほっとシティ東村山」「ハローワーク」

「障害者就労支援」と合わせた就労支援を行っていくことで、これま

でなかなか都心まで通勤しないと安定した雇用等、自分がお持ちのス

キルですとか、そういったものを活用することが難しかった方々に対

して、市内で雇用する場所をつくって、それぞれがそれぞれの立場に

あった形態で仕事を得られるということを公民連携で展開していきた

い。その開設を今年度目指して現在準備等に取り組んでございます。 

  真ん中の公民連携によるハコモノ施設の管理業務の包括化というこ

とで、大和リース株式会社と名前を掛けてございます。こちらにつき

まして、予算額は２億７千万円でございますけれども、３年間の継続

契約でございまして、市内公共施設、特に保守関係、清掃ですとか、

いわゆる建物の維持管理業務につきまして、なかなか市職員で、専門

的な知識を持ち得ない部分につきまして、民間事業者がもつノウハウ

等を生かして、これまでの施設の管理水準を向上させる定期的なミー

ティング等を設置することで、契約等の人件費の時間の無駄というと

ころの廃止、できるだけ低減して管理水準を向上させるということで、

こちらも新たな取り組みとして、今年度からスタートしてございます。 

  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

国際交流と市民の気運醸成と書いてございます。写真に掲げてござい

ますのは、昨年度、中国蘇州市とサッカー交流をした際の写真でござ

います。引き続き、２０２０年を目指しまして、国際的な文化・スポ

ーツ交流を進めてまいりたいと考えておりまして、中国を相手国とす

るホストタウンとしての交流事業を進めてまいります。 

  引き続き、文化交流に加えまして、下段のパラリンピアンの交流と

いうことで、市民スポーツの気運醸成ということで、特にパラリンピ

ック競技種目に関するイベント等を開催いたしまして、競技大会への

一層の気運醸成につきまして、引き続き推進していきたいと考えてご

ざいます。 

  続きまして、７ページに移ります。防災力の強化でございます。２

点、連携したものを掲げてございます。これまで、防災システムの構

築ということで、ここで掲げてございますスマートフォン向けアプリ

ケーションを利用したシステムということでございますが、これまで
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やはり防災関連の職員、あとは、まちづくり関係の職員が現場等を見

て、そこから電話や直接車などで出向いて、情報を収集して、本部の

ところに届けて、そちら側から消防・警察等、連携をしていたという

ところにつきまして、この連携手段の効率化を図るとともに、防災本

部の情報を一元的に集約して、その後の連携強化に努めたりですとか、

そちらのシステムを市民の方が見られるといったようなことに利用で

きないかということで、今年度から構築してまいりたいと考えてござ

います。 

  そうして、河川の水位計設置ということで、こちらも新規というわ

けでございますが、特に市の北部のほうに前川、北川等につきまして、

台風やゲリラ豪雨等が発生いたしますと、かなり水位が上昇する。あ

るいは、床下・床上浸水等、被害が年に時期は集中しますけれども、

多発するエリアがあるということで、客観的なデータを得て、被害状

況につきまして、迅速な連絡等を活用できればということで、特に河

川で被害が大きいと想定されるところに対しまして、水位計等を設置

しまして、リアルタイムでその状況を把握できるような体制を構築し

てまいりたいと考えております。 

  続きまして、みどりとやすらぎのある生活空間の創出になります。

こちらは２点掲げてございます。多摩湖緑地保全事業ということで、

山に囲まれた原風景ということで、多摩湖町にあります「せせらぎの

郷多摩湖緑地」につきまして、公有地化を進めてまいりまして、管理

と施行の準備が整ってございますので、現在、遊歩道、手すり等ござ

いますけれども、そちらを改めて、整備して里山保全ということを推

奨してまいりたいと考えてございます。 

  ２点目といたしまして、北山公園生物調査・保全推進事業でござい

ますけれども、これまでの生物等の調査におきまして、トウキョウダ

ルマガエルなど希少な動植物がいるということが確認されております

ので、引き続きこちらの事業を進めることで、この環境の維持・保全

というものを図ってまいりたいと。中段に関してでございますけれど

も、池のかいぼりにつきましては、先月４月末に既に実施しておりま

すけれども、今後ともモニタリング調査等の効果を検証し、生物多様

性の確保に向けた取り組みを続けてもらいたいと考えてございます。 

  以上、冒頭申し上げました３本の柱に従いまして、まちの好循環を

生み出していきたいというものについて、具体的な事業をご案内しま
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した。最後のページ、８ページになりますけれども、当市におきまし

て、ふるさと納税制度を拡充していまして、一般的なもので支援シス

テムポータルサイト等を通じまして募っておりまして、本市におきま

しては、寄付用途の１から８まで、具体的な使用用途が想定できるよ

うなタイトルを設けまして、ふるさと納税を募ってまいりました。今

年度におきましては、寄付の活用等が６６３万円活用されておりまし

て、①～⑧に従いまして、関連する事業等に充当して、事業を推進し

てまいりたいと考えてございます。 

  私のほうから、平成３０年度の重点施策につきまして説明申し上げ

ました。 

○渡部市長 ありがとうございます。ただいま平成３０年度の重点施策

ということで、行政経営課長より説明をしていただきました。残念な

がら、教育関連の施策が載っていないではないかと、恐らく教育委員

の皆さんからお叱りを受けるような気がいたしておりますが、基本的

に本日お示ししているのは、新規事業を中心としてでございますので、

教育施策は重点施策でないというわけではないので、そこは誤解のな

いようにお願いしたいと思います。これまで、学校については、施設

面では耐震化、それから空調設置ということが柱で進めてきたわけで

すが、大体一段落ついたということでございますので、ご承知おきい

ただければと。テーマを決める前にもし、この件について、何かご質

問があれば、ちょっと簡単に、余りこれに深堀りをする時間が本日は

ないのですが、もし、テーマ設定について、この辺はどういうことな

んですかということがあれば、ちょっとご説明いただければと思いま

す。よろしいですか。 

○當摩委員 今、市長が弁明なさったとは思っておりません。こうした

形の中で決して、教育というのが独立した分野ということはなくて、

子供たちはこうした中で、例えば道路が整備される案件がありますけ

れどもどうだとかという中で育っていくものだと思うのです。どうぞ

その辺は、大丈夫でございます。ちょっと一つ伺わさせていただきた

いと思いますのは、市民の皆様のお仕事のこととか、共同でつくると

いうことと、それからもう一つ、様々な清掃とかに関して、民間委託

という意味合いと申しましょうか、この辺に関して、市長のこうした

ほうが今の時代はいいんだということがございましたらお願いします。 

○渡部市長 ３月定例会でもいろいろ議会でもご議論いただきました２
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点、６ページ目にございます、パーソルテンプスタッフという人材派

遣の大手企業と組んでの公民連携によるジョブシェアセンターを市民

センターの１階部分で開設をするという予定にしています。これは、

パーソルテンプスタッフのほうから実は、一緒に共同研究を進めなが

ら、郊外での働く場所づくりということでジョブシェアセンターを考

えませんかというお誘いを昨年の春頃いただいて、その後、いろいろ

議論を重ねてまいりました。私どもとしては、企業誘致といった側面

と、市民の働く場所を市内で増やしていくということは、やはり市民

の福祉の向上につながるものという判断をしたところでございます。

特に市民センターの１階は、奥にふるさとハローワーク、それから障

害者の就労支援室、それと後、生活困窮者の方の相談や支援をするほ

っとシティ東村山がございますので、お仕事をお探しの方が来るケー

スが非常に多いわけです。そこに実際に働く場所をつくることで、今

後、パーソルテンプスタッフと詰めながら、やはり障害者就労だとか、

生活困窮者の方の就労等が即つながることが、何とか身近なところで

できないか、そういう検討を進めながら、やはり、もう一つは、都心

までなかなか毎日通勤するのは厳しいという、ちょうど佐々木委員ぐ

らいの世代の女性の方々も結構いらっしゃるので、潜在的には、労働

力というか働きたいという意向も持ちながら、なかなか働くことがで

きない、そういう方、それから、１回定年退職したけれども、まだま

だ元気で、いろいろなスキルを持っていらっしゃるご高齢の方もいら

っしゃるので、そういう方がやはり社会の中で活躍をし、居場所がで

きる、そういうことにつながるような活用を公民連携で進めていきた

いというのが、大きな狙いでございます。 

  先ほど、申し上げたように、４ページ目で社会福祉センターについ

ても、今後、改修工事を進めながら、健康寿命の延伸と高齢者、障害

者等の就労の促進を図る、中間的な就労も含めて、これまで働いたこ

とがないとか、なかなか働く機会がなかった、そういう方についても

支援をすることを今度は、諏訪町にあります社会福祉センターのほう

で行っていければというふうに考えております。 

  それから、ハコモノ関係の包括管理については、それぞれ施設ごと

で、施設の建物の管理委託からトイレの清掃委託だとか、細かく１件

ごと契約事務をしなければならないのは、結構、職員の負担になって

おりまして、職員の働き方改革の側面もございまして、これをできれ
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ば１本で数百本あった契約を１本の契約事務に置きかえ、かつ専門的

な人間が常駐することで、建物維持管理をできるだけ、長期にわたっ

て、大事に使えるようなことを考えたいということで、進めたもので

ございます。今後、こうした公民連携を活用して、業務が若干軽減さ

れる職員がよりコア業務といいますか、市民サービスに注力できるよ

うになることを私どもとしては期待をしているところでございます。 

  ほかの皆さん、なければとりあえずこういうことを市が今年進める

ということで、できましたらテーマ選定のほうに移らせていただきた

いと思います。事前に３委員からこういったことを今年は議論しては

どうかということでいただいておりますので、説明を含めてご意見を

おっしゃっていただければと思います。 

それでは、小関委員のほうから今年の諸課題についてお願いいたし

ます。 

○小関委員 説明ありがとうございました。そこにも少し関連するかな

と思うんですけれども、３つ目の黒丸から３番目、４番目、５番目、

６番目と書かせていただきました。特に一番、私が全体で話をしたい

なと思っているのが、３番目の学校・家庭・地域社会との連携という

ことです。子供たちを育てるために、これが非常に重要になっていく

ということは、もうずっと前から言われているわけですけれども、特

に学校教育は、かなりの部分で進んできている。家庭の教育力と、そ

れから地域の教育力、それぞれ向上を目指して、その三者が一体とな

る必要があるんじゃないかというふうなことを考えています。 

  先ほどの定年が長いというようなことでお話がありました。教育の

ほうでも切れ目のない子供たちへの支援ということもやっていますけ

れども、特別なケアを必要とする子や、大きな悩みを抱える保護者だ

けではなくて、日常的な悩みをもって子育てをしている家庭は多いの

ではないかというのが実感なんです。そういう点で、保護者の悩みを

孤立化させない、そういう家庭の教育力の向上ということを全体で考

えていけたらいいなというようなことを考えています。特に、東村山

家庭の日もありますし、家庭教育の手引きも出していますけれど、そ

れを実際、具体的に地域の中で、家庭や地域がどんなふうに活用して、

子供たちにかかわっていくのかというようなことも考えたいですし、

社会に開かれた教育課程なんていうのも新しい学習指導要領には言わ

れていますので、広く家庭・地域・社会それぞれ連携して、子供たち
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の教育に向かっていく、そのための様々な要素について、全体で話が

できればいいと。 

  まず、一つ目だけでいいですか。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。非常に大事なテーマだというふ

うに思いますし、なかなか幅広い切り口になるのかなと、そんなふう

に思ったところでございますが、それぞれご意見を出していただいた

方から、ちょっと意見を言っていただきたいと思いますので、次に、

當摩委員さんお願いします。 

○當摩委員 私は、１番目と、２番目を書かせていただいたのですが、

この総合教育会議で、取り上げさせていただいて、ともに市長部局、

教育委員会で話すものとしては、やはりコラボレートでき得るものと

いうのを私としてはご提案できればよろしいかなと、こう思いまして、

実はこれちょっと２つとも、私の中では大変関連しておりまして、と

申しますのは、ある小学校で実は、昨年の１０月、私、地球市民クラ

ブというボランティア団体に所属しておりまして、そこで一緒に活動

してくださっている中国の方、計３人を小学校で６年生に授業をして

もらったんです。そのコーディネートをさせていただいた中で、それ

実は私の頭の中にありましたのが、オリンピック・パラリンピックの

ホストタウンとしての中国ということを取り上げるということで、な

かなかただ、教育現場で広くそういったことを伝えていけるというの

は、なかなか手ごわいぞというようなことで、すごいいい授業になっ

たんですが、３人の方に６時間連続して授業で、ちょっと中休みを入

れてやっていただいたんですけれど、一人目の方は、中国の大きな歴

史、日本との歴史的な交流、そういうことを主体にやってくださって、

また、２番目の人は、日本に来て、お三人とも全部、日本国籍を取得

していらっしゃる中国の方なのですが、やはり日本に中学生ぐらいで、

馴染むことがいろいろ苦労があったけれど、皆に助けられて、今日が

あるよとというようなことで。３番目の方の話は、やはり国とかこん

なことが違っても、みんなそれぞれ相手を尊重するということが大切

なんだよという形で、ちょうど連携したとてもいい授業になったんで

す。ですから、こうしたことを一つの中国という切り口の中で、もっ

と教育現場で広げていけるために、市長部局とコラボレートできれば

いいなというような思いがございました。 
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  それとともに、２番目に書いたオリンピック・パラリンピックなん

ですけれども、やはり同じ小学校で人権尊重の東京都の指定を受けて

いる学校でのちょっとお手伝いさせていただいているんですが、その

中で、昨年の人権教育、人権学習についてということでのコラボレー

トできることということで、取り挙げさせていただきましたが、１６

時間の総合学習の中の１、２時間分を頂戴いたしまして、実はふるさ

と歴史館とコラボいたしまして、それで、なぜ全生園を学ぶのか、そ

れは、歴史財ということから一つの切り口にして、これは５年生だっ

たのですけれども、やってみて大変子供たちも食らいつきがよかった

です。そうしたことから、派生して考えますと、地域創生部というの

はせっかく作っていただいた中で、もっと東村山のもっているそうし

た文化的資財を学校教育の場だけでなく、生涯学習の分野にいろいろ

当てはめて、考えていきながらふるさと東村山ということを考えられ

る機会はあるのではないか。そうした知恵をみんなで出し合うことの、

その何か根拠になれば、よろしいかなと思って、このように二つの点

を選ばせていただきましたので、両方とも、そういう意味では、ある

意味ちょっと結びついております。 

○渡部市長 ありがとうございます。當摩委員からのほうもお二つ。歴

史文化遺産を生かした学校教育、生涯学習にということと、オリンピ

ック・パラリンピックに向けて、中国のホストタウンになったことを

踏まえて、中国に対する理解、広い意味でいえば、異文化理解、国際

理解をどういうふうにこれから教育現場だけでなくて、広く市内で広

めていくかということだというふうに理解させていただきました。あ

りがとうございました。 

  それでは、佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木委員 保護者の立場からという目線になってしまうんですけれ

ども、割と子供たちが使う学用品、食品について、必要以上に購入し

てしまって、新品の学用品とか実は使わないまま、そのまま廃棄して

しまうとかということもあったり、誰かに譲れればいいんですけれど

も、そういう機会がなかったりすることで、無駄になってしまうこと

もあります。そういうものを経済的な理由で市からの補助をすごくい

ただいていたり、支援していただいている部分もあるんですけれども、

それでもやはり厳しいご家庭とかありましたら、学用品や食品の購入

困難なご家庭に対して、定期的に例えば市役所とか、一部地域のとこ



１８ 

ろでフードドライブを行ったりとか、新品の学用品の受け取りを行う

ような機会を月２回程度つくっていただいて、それをもし可能であれ

ば、登録していただいたご家庭等に寄附をするということをもし何ら

かの形で実現できたらいいなと思ったので、今回、提案させていただ

きました。 

  市民の皆様にも、こういった取り組みをぜひ身近に感じていただけ

るようになったらいいなと思います。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。１は、標準服等については、リサ

イクルというか、そういった取り組みはされて、自主的にＰＴＡが主

体になってやっていらっしゃる学校もあるやに伺っておりますので、

確かにこういうことが広まるといいかなというようなふうには思いま

す。ありがとうございます。 

  特に、事前にはご提案いただいてはおりませんが、今までの議論等

を踏まえて、初めてご出席いただきました櫻井委員のほうから、何か

ご提案、ご発言がありましたらお願いいたします。 

○櫻井委員 今年度の教育の諸課題についての提案ということで、私の

ほうにも依頼がありました。ただ、私自身はこの３月１５日に着任し

たばかりですので、状況をつかんでからということで、大変申しわけ

なかったんですが、辞退させていただいたという経緯がございますの

で、ご理解ください。 

ただ、きょうここまで１カ月余、少しかかわらせていただく中で、

幾つか私なりの視点が出てきましたので、今までの話も含めて、今現

在、私が感じていることということをお話させていただきたいと思い

ます。 

  私はどうしても、障害のあるお子さんたちの教育をずっとやってき

た人間ですので、ベースはどうしてもそちらにいってしまうのかもし

れませんが、東京都の１００％負担で、今、働き方改革ということも

含めまして、各学校に４月から教員を補助するような、印刷ですとか、

教材までいくのかどうかわかりませんけれど、各学校でどう活用され

ているかわかりませんけれど、スクールサポートスタッフ、そういう

職がありました。また、小関先生からも共生社会の構築に向けてとい

うことでの４つ目の課題にもあります。私は学校現場で働ける障害者

を育てるという観点が必要なのではないかと思っております。つまり
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世の中全体がノーマライゼーションとか高齢化社会とか、いろいろな

意味で施策をされてきて、世の中全体が変わってきていると思います。

ところが、学校の塀を一つ入りますと、学校には独特の文化がありま

す。一つの例で言いますと、例えば、市役所、また図書館とデパート、

もしかしたら市内のスーパーもそうかもしれませんが、入り口に車い

すを設置しております。これは車いすを使う人が１年間でどれだけい

るのかというと、そんなに多くないかもしれませんけれども、どうぞ

障害のある方もご利用ください。サービスをしますとああいう意味で

のアドバルーン的な要素があるのです。これを初めて入れたのは、東

京ディズニーランドが日本で始めたと言われています。学校現場にも、

実は車いすはたくさんあるんですけれども、校内に、備品として置い

てありますが、置いてある場所は保健室に置いてあったり、私が校長

をやった学校などは、倉庫にしまってあるという現状があります。な

んで、学校の入り口に車いすを置かないのか。同じように車いすを使

う利用者はそんなに多くないかもしれないけれども、やはり学校がそ

ういうふうな形で姿勢をもっているんだということをアピールすべき

時代になってきたのではないかなと。 

  実は高齢者に向けては、体育祭等でお年寄りの席を用意したりして、

とても地域の高齢者に対する地域に開かれた学校をイメージしていま

す。ただ、例えば八坂小学校なら八坂小学校に通いたいけれども、障

害があることによって、支援学校に通っている子が当然いるわけで、

その子たちが災害時には避難場所として、八坂小学校の体育館に行く

わけです。そのときに校長先生や先生方が、校内の八坂小学校のお子

さんと同じように、誰々君来たねとその障害のあるお子さんを迎え入

れるような、やはりアプローチがあるかないか、これがやはり地域の

子供を守る学校というものではないかと思います。 

  そういう観点では今回、先ほど説明がありましたけれども、今年度

施策の中で、パーソルテンプスタッフ株式会社と提携で、正しい試み

をするという、これはすごくおもしろい試みだと私は思っていたので

すが、これを例えばですけども、１年間かけて、市内の学校の補助員、

いわゆる先ほどのスクールサポーターになれるような障害者を１年間

育てていくんだという形で、そして、障害のある人たちが各学校で働

いている姿というものを普段から日常的に子供たちに見せていくこと

によって、その辺の意識というのが、地域づくりを含めてできていく
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んじゃないかと。何か市内の小学校・中学校に一人でも二人でも成果

としてそういうものが出てくるとか、または、ちょっと違った視点で

すけれども、やはりジョブシェアセンターが、ごめんなさい、長くな

って申しわけないですけど、ちょっとこの件は１件、もう１点は、私

は、海外のたくさんの学校を見せていただいた経験があるのですが、

北欧などは、高校生になりますと、卒業単位として、特許をとって卒

業をするみたいな、特に工業系ですが、商業系の学校はそういうシス

テムをつくっている学校が結構あるのです。それと同じようにこのジ

ョブシェアセンターを通して、例えばですけれど、東村山市の中学生

あたりが起業する経験をさせてもらうようなとか、何かそういうふう

な子供たちに未来につながるような、どちらかというとお年寄りだ、

子育て世代だ、または障害者だというそういう方たちへのケアも大事

ですけれども、未来のある子供たちにジョブシェアセンターがあるこ

とによって、東村山市の子たちはいいよねと、未来へ向けてのこうい

う経験ができるよねみたいな、何かそういうふうな機能をおいおいも

たせることはできないのだろうかと、こんなことをきょう伺いながら

聞かせていただきました。 

○渡部市長 ありがとうございます。非常に斬新な視点で、ご提案をい

ただいたところでございます。確かに、市役所の事業所として、障害

者の雇用促進ということで、一定割合、必ず確保しなければならない

ことになっていますが、どうしても対人的なお仕事がほとんどなので、

障害種別はやはり、体に障害がある方にほぼ限られてしまって、知的

障害者の方だとか精神障害者の方の雇用は、なかなか公の機関ですけ

れども、実際には進んでいません。学校現場等もなかなか確かに障害

者就労という視点でいうと、厳しい面があるのかなというふうに思い

ます。そこをどういうふうに乗り越えていくかというのは、これから

やはりインクルーシブな学校づくりということを考えていった場合、

非常に重要な視点ではあるのかなというふうに思います。 

  また、ジョブシェアセンター、公民連携で中学生が起業するという

のは、ちょっとあれかもしれませんが、子供たちが仕事に対するイメ

ージを掴むみたいな機会を創出するというのは、すごく大事だという

ふうには思いますので、ぜひジョブシェアセンター等がそういう役割

をまた担えると面白いなというふうには思ったところでございます。

すばらしいご提案でありがとうございます。 
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  幾つかご提案いただいてきたのですが、２回ほどしか議論ができな

いので、できれば二つぐらいに絞らせていただければというふうに思

うのですが、教育長のほうから何かありますか。 

○森教育長 今、各委員さん方からご意見いただいたんですけれども、

どれも取り上げたいなと思う内容だと思ったんですけれど、私は、個

人的には、教員の働き方改革をどう進めていくかということが、大き

な課題だろうと思います。今現在、国を挙げて働き方改革ということ

を言っていますので、変えていく非常に大きなチャンスだと思います。

それに取り残されて変えてしまいますと、東村山だけなんでこんなに

働かなければいけないのかという感じになってしまうと思いますので、

それはある程度ラインを決めていかなければいけないだろうと。今年

度いっぱいで、東京都教育委員会のほうに、東村山市では、こういう

方針で働き方改革を進めますということで、報告書を上げることには

なっているんです。そのためにも、今、校長とのヒアリングを行って

いるんですけれど、各学校の校長も教員が何時に出勤して、何時に退

勤しているかというのを把握するための調査を開始しているところな

んです。そのために副校長の勤務が厳しくなってしまうという逆な側

面もあるんですけれども、そういうことを把握した中で、では具体的

にどうしていくかといったときに、一番大事なのは、やはり保護者、

あるいは地域の皆様の理解が当然必要になってくるんです。学校でい

きなりこうしましたということだけではなくて、こういう総合教育会

議のようなところで、これは必要ですよねというようなことで、応用

しないまでも、そういうご意見が出されるということは、非常に有意

義だというふうに思っております。 

  先ほど、櫻井委員のほうから、副校長の勤務軽減のための学校マネ

ジメント強化事業、それから教員の勤務経験のためのスクールサポー

トスタッフのお話がちょっと出ましたけれど、これは東京都の予算１

００％活用しているんですけれども、これを東京都がどんどん増やす

方向でいっていますので、そういうことも含めながら考えていきたい

と。そういう中で、一番難しいのは中学校の部活動のあり方なんです。

今現在でも、こういうことでということで保護者会などで説明をする

と、練習日がこんなに減ってしまうのですかとかというような意見も

出るようなこともありますので、こういうところで、議論を深めてい

くということは、保護者、あるいは地域の皆さんに啓発をしていくと
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いう意味では、有意義かなというふうに思っておるところでございま

す。 

○渡部市長 教育長のお立場からすれば、教員の皆さんの長時間労働の

是正というのは、非常に喫緊の課題だというふうに思います。先ほど

ご説明しました市役所のほうは、昨年度から働き方改革に着手をさせ

ていただき、本年度一部異動時期を４月にずらす等の取り組みをした

り、出退勤のシステムをいまだに自己申告をして、手計算で管理職が

その職員が何時間残業したかというのを出すという非常に原始的とい

ったら語弊がありますが、そういうやり方をしていたので、なかなか

リアルタイムで誰がどれぐらい残業をしているのかというのが、把握

ができなかった部分があるのですが、今回システム化することで、リ

アルタイムに把握をするということであります。ただ、教員の先生の

場合は、何時に出勤して何時に帰られたのか、実は管理職の先生方も

余り把握を今までされていなかったというのをこの間、教育長からも

お聞かせいただいて、特にベテランの先生や副校長になられると帰ら

れるのが大体夜９時過ぎで、朝の７時ぐらいから出勤されている先生

が非常に多くてということで、そこは何とか子供たちにやはり本来集

中していただかなければいけない先生方の軽減ですね、公務、それか

らやはり、先ほど教育長がおっしゃったように、保護者や地域とどう

いうかかわりをもつかというのが、これから大きな課題かなというこ

とで、私としてもちょっと先生方の働き方改革については、この総合

教育会議の俎上にのせて一度皆さんと議論させていただいて、最終的

にそのシステム化を進めるとすれば、予算措置を私も執行しなければ

ならない関係があるので、現状、頭に入れておかなければいけないと

いうふうに思いますので、いかがでしょうか。一つとしては、先生方

の学校現場での働き方についてをちょっと今年度については、一度テ

ーマにのせさせていただきたいと思うのですが、小関委員いかがです

か。小関委員も現場で長いことお仕事されてきた方ですけれど。 

○小関委員 今、なかなか捉えにくいというお話があったんですけれど、

本当に捉えにくいんだと思うんです。それから、もちろん学校にいる

間もそうですけれど、家庭に戻ってからも仕事というのはものすごく

たくさんあって、特にセキュリティの関係もあって、子供の個人情報

を家庭に持ち帰れないということもありますので、どうしても学校に

長くいるということになるんだと思います。そのあたりも、やはり見
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ていくということがとても大事かなと。やはりみんなで考えているん

だと。先生たちだけが必死にやっているんではなくて、本当に行政全

体で考えているということを、先生方にも知っていただくという、と

てもいいチャンスかなというふうに思います。 

○渡部市長 ありがとうございました。それでは、一つのテーマとして

は、先生方の働き方改革と小関先生から冒頭提案がありました地域や

家庭との連携も含めて、少しテーマとして議論させていただきたいと

いうふうに思います。 

  よろしいでしょうか。 

  もう一つについては、いかがでしょうか。障害者理解だとか、中国

のホストタウンといった異文化国際理解といったことなんですが、大

きい括りで、これも小関先生からの共生社会の構築についてというテ

ーマをお題をいただいているので、今後、ダイバーシティというよう

なことが言われている今日なので、障害者への理解を子供たちだけで

なくて家庭・地域・我々行政含めて、どのように深めていくか。それ

から異文化、外国籍の児童・生徒も相当数いる中ですので、そういっ

た教育現場を踏まえつつ、東村山全体で多文化共生社会をどのように

実現していくかというようなテーマで少し議論できればと。それにも

ちろんオリンピックもありますことから、その辺でちょっと議論させ

ていただくということで、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  では、２つ目のテーマとしては、広い意味では共生社会の構築に向

けてということで、障害、それから多文化、国際理解というような視

点でまた議論をさせていただきたいと思います。ありがとうございま

す。 

  ちょっと時間が押してまいりましたので、一応、その２点について、

３回目、４回目ということで議論をさせていただくということで、き

ょうは決定をさせていただきたいと思います。 

  きょう、本年度初回ということで、報告事項が多いので、議題につ

いては以上で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。 

  それでは、行政のほうから報告を何点かさせていただきますので、

順次お願いします。 

  まず、人事課長。 

○濵田人事課長 人事課長の濵田でございます。私のほうからは、前回
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２月１日の総合教育会議にてご説明をさせていただきました平成３０

年度の組織改正に伴うスポーツに関する事務の市長部局への移管につ

きまして、その後３月の定例会におきまして、関係条例の制定及び改

正につきまして、議会よりご可決を賜りましたことから、その経過等

につきまして、ご報告をさせていただきます。 

  お配りいたしましたスポーツに関する事務の市長部局への移管につ

いてという資料をごらんください。Ａ４、１枚のものとなります。議

会へ提出いたしました議案といたしましては、東村山市教育に関する

義務の職務権限の特例に関する条例と、東村山市組織条例の一部を改

正する条例の二つの条例をご提案させていただきました。初めにスポ

ーツに関する事務を市長部局へ移管するため、東村山市教育に関する

事務の職務権限の特例に関する条例につきまして、２月２０日に開か

れました定例会の初日に本会議におきまして、即日ご審議をいただき、

ご可決を賜りました。その後、この特例条例の制定を踏まえまして、

市長部局の各部の事務文書を定めます東村山市組織条例におきまして、

新設いたしました地域創生部において、スポーツに関する事務を所掌

することを規定するため、この改正条例を３月６日に開かれました政

策総務委員会にてご審議、ご承認をいただき、その後、３月２７日の

本会議においてご可決をいただいたところでございます。特例条例及

び組織条例のご審議、ご審査におきましては、主にスポーツに関する

事務を市長部局へ移管することの意義や目的、移管に伴う効果などに

ついてご質疑がございました。ご質疑に対しましては、人口減少、少

子高齢化の進展に対応するため、より一層の地域振興を図る必要性が

あり、スポーツに関する事務を市長部局に集約し、スポーツと他の施

策の連携を強化し、一体的に推し進めることで、スポーツを契機とし

た健康づくりや、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大

会の関連事業などをより効果的に行うことが期待できることをご説明

させていただきました。 

  また、総合教育会議、教育委員会の皆様からご頂戴いたしましたご

意見などについても、ご説明をさせていただきました。その結果、多

くの議員の皆様より、改正の趣旨についてご理解をいただき、ご承認

をいただいたところでございます。この間、総合教育会議、教育委員

会の皆様におかれましては、スポーツに関する事務の市長部局の移管

につきまして、多大なるご理解とご協力を賜りましたことにつきまし
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て、この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。 

  平成３０年度は、新たな組織体制のもと、スポーツに関する事務な

どにつきまして、効果的な事業実施に努めてまいりたいと考えており

ますので、引き続きご指導賜りますようお願い申し上げます。 

  私からのご報告は以上となります。 

○渡部市長 以上で、組織改正の関係の報告を終わりましたけれども、

議員の皆様から何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

  引き続きまして、資産マネジメント課長より、ご報告をお願いしま

す。 

○堀口資産マネジメント課長 資産マネジメント課長の堀口でございま

す。私より、施設再生ケーススタディブックについてご報告申し上げ

ます。 

  お手元に配付いたしました資料「想像してみよう！将来の公共施設

施設再生ケーススタディブック」をご覧ください。 

  以前、平成２８年度の第２回の総合教育会議でご案内をいたしまし

たとおり、高度成長期に集中的に整備した公共施設が老朽化し、一斉

に更新時期を迎える、いわゆる公共施設の更新問題が、今、全国の自

治体が共通して抱えている課題となっております。 

  この施設再生ケーススタディブックは、この公共施設の更新問題の

解決に向け、市民を初めとする様々な関係者とイメージを共有しなが

ら、将来の公共施設のあり方を一緒に考えていくためのツールとして

作成し、この３月に公表したものでございます。 

  それでは、概要を掻い摘んでご説明させていただきます。 

  初めに表紙をおめくりいただきまして、目次をご覧ください。この

目次でごらんいただけますように、このケーススタディブックは、全

５章立てによる構成となっております。 

 続きまして、１ページをご覧ください。 

  ここでは、初めにと題しまして、公共施設再生のケーススタディブ

ックの作成に至った経過や目的について記載をしております。 

  ２ページをご覧ください。 

  このページにございますように、各章には、Ｑ＆Ａとコラムのコー

ナーを設けまして、読み進めるごとに、少しずつ読み手の方の理解が

進むような構成としております。また、２ページのＱ＆Ａとコラムで
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は、このケーススタディは政策決定した事業計画ではなくて、あくま

でも将来の公共施設について一緒に考えるためのたたき台である旨を

改めてお示ししております。このページに限らず、各所において、文

言や表現を工夫しまして、ケーススタディの内容が決定した案である

と誤解されるようなことがないように配慮をした構成としております。

  ３ページをご覧ください。 

  ここから７ページまでは、５分でわかる公共施設の更新問題と題し

まして、公共施設の更新問題について改めてご説明する内容となって

おります。 

  ８ページをご覧ください。 

  ここから１１ページまでは、公共施設の更新問題を解決するための

一つの方策として、公共施設再生計画で掲げております学校を核とし

た再編・再配置について、その考え方をお示しする内容となっており

ます。 

  また、９ページでは、施設の配置状況や施設のサービスに着目して

考えることで、必要なサービスを維持することができる可能性がある

こと。 

  そして、１０ページでは、複合化によって、コストの削減だけでは

なくて、新たな価値が生まれる可能性などもあることをお示ししてお

ります。 

  １２ページをご覧ください。 

  ここからは、実際に東村山市にある施設、具体的には化成小学校、

秋津小学校、第二中学校の３校と、その周辺施設等を題材としたケー

ススタディとなっております。 

  １３ページをご覧ください。 

  ここから１７ページまでが化成小学校とその周辺施設を題材にした

ケーススタディで、もしも、化成小学校と児童クラブ、ふるさと歴史

館などの周辺施設を複合化したら一体どうなるのかということを考え

る内容となっております。 

  １４ページでは、複合化した際のイメージ図、そして、１５ページ

では、その複合化により期待できる効果などをお示ししております。 

  そして、１６ページでございますが、このケーススタディの内容に

ついて、市民の方を模したキャラクターがそれぞれの立場で意見交換

をするといった内容になっております。これは、公共施設には様々な
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方がかかわっており、立場によって様々な意見があるということ。そ

して、賛成意見や反対意見を含めて、いろいろな意見があって良いの

だということを読み手に伝えることを意図したものとなっております。  

  そして、続く１７ページでは、ほかの章と同様、ケーススタディの

内容に関連したＱ＆Ａとコラムになっておりまして、ここまでが化成

小学校についてのケーススタディとなってございます。 

  同様の構成で１８ページから２２ページまでが秋津小学校、そして、

２３ページから２７ページまでが第二中学校についてのケーススタデ

ィとなってございます。 

  ２６ページをご覧ください。ここでは、終わりにと題しまして、ケ

ーススタディ全体を通しての総括をしております。この問題をちょっ

とリアルに自分事として考えていただくことで、ピンチをチャンスに

していけるのではないかというメッセージとともに、公共施設再生計

画の出張講座についてご案内をさせていただいております。 

  今後は、このケーススタディブックを活用しながら、出張講座を初

めとする様々な場において、将来の公共施設のあり方についての一歩

踏み込んだ議論に全市的に展開してまいりたいと考えておりますので、

引き続きご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

  資産マネジメント課からのご報告は、以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございました。公共施設再生問題については、

この総合教育会議で何度かご説明したり、議論させていただきました

が、次のステップとして、より市民の皆さんに自分事として捉えて考

えていただくということで、ケーススタディブックをつくらせていた

だきました。これだけは聞きたいということがありましたら、いかが

でしょうか。 

○櫻井委員 とても興味深く見させていただきました。これはもう現実

的にこの資料を市民の方に配りながら、啓発及び啓発だけではなくて、

意見を求めていくという、そういう段階にもう来ているですよね。で

すから、もう今さらという感じはしますけれども、私は市民という立

場で言うと、やはり３ページの図が一番大きいんだと思うんですけれ

ども、ここになぜ固有名詞が入ってこないのかなと。例えば、秋津小

学校は何年に建ってというような感じで、広さは行政的な資産の大き

なベースになるでしょうけれど、市民目線でいうと具体的な説明が入

ってくれた方が市民としては、あそこはこんなにたっているんだとい
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う危機感を感じると思うんです。もし、追加で資料を配れるなら、そ

の方が参考になるのかなと。 

○渡部市長 ありがとうございます。これはもう既に配付してしまって

いる冊子なので、今後ご指摘いただいた点を踏まえて、事務局のほう

で検討をお願いしたいと思います。 

  すみません、それでは、引き続きまして、東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック担当主幹、これも新しくできた部署というか、担

当者になりますが、蘇州市とのスポーツ交流事業について、報告をお

願いします。 

○川崎東京２０２０オリンピック・パラリンピック担当主幹 それでは、

所管担当の川崎より、お配りしました資料に基づきまして、ご説明を

させていただきます。 

  東村山市・蘇州市スポーツ交流事業につきまして、報告をさせてい

ただきます。 

  この事業の目的でございますが、オリンピック・パラリンピック開

催に向けました気運醸成、また、中国とのスポーツを通じた交流を促

進することで、スポーツのホストタウンでございます中国、また友好

交流都市でございます蘇州市と相互の交流を行い、日中友好都市間の

理解を深めるということを目的として、事業をさせていただいており

ます。 

  今年度の主な活動の概要でございます。中国蘇州市との交流につき

ましては、昨年度も実施をしましたサッカーを今年も種目といたしま

して、市内小学校のサッカーチームを友好交流都市でございます蘇州

市に派遣することで、国際交流を促進し、また現地での体験を帰国後

にそのほかの児童の方に伝えていただけることで、異文化の理解の促

進を図るものでございます。また、活動の期間でございます。予定さ

れている期間といたしましては、平成３０年７月３０日から８月２日

の３泊４日を予定しております。これにつきましては、派遣される選

手の夏休み期間中を最大限考慮したものでございます。交流先につき

ましては、中国の蘇州市を中心に交流をする予定でございます。先ほ

どの説明と重複しますが、対象者につきましては、東村山市サッカー

協会所属で、市内の小学校全１５校より、最低１名ずつの参加とし、

小学校５年生、６年生の合計２０名を選手派遣といたしましてその及

びスタッフを４、５名程度予定しておるものでございます。主な交流
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内容としましては、派遣期間の３泊４日の日程の中で、蘇州市等を訪

問し、交流試合、また合同の練習、その他文化交流などを予定させて

いただいております。この交流の詳細につきましては、現在、蘇州市

側と調整しているものでございます。 

  今後のスケジュールでございますが、選手選抜を現在行っておりま

して、選手が確定しましたら、対象の保護者を集めまして、説明会を

行いまして、出発の前に結団式・壮行会、それから帰国後には、解団

式、それから選手の独自で開催する報告会、報告書の作成をする予定

でございます。 

  所管からの報告は以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございました。先ほど、當摩委員からもご提案

ありました中国のホストタウンになったことを受けて、昨年は蘇州の

子供たちがこちらに来ていただきましたので、今年は東村山の子供た

ちを派遣をさせていただくという事業内容でございますが、本件につ

きましても、何か意見やご質問やご指摘があればお願いします。 

  よろしいでしょうか。 

  以上で報告事項は終わりです。委員の皆さんほうから特になければ、

これで終了させていただきたいと思います。 

  最後に、事務連絡をお願いします。 

○東企画政策課主査 事務局のほうから、次回の会議日程についてご案

内させていただきます。次回、第２回の総合教育会議につきましては、

平成３０年８月１日を予定しておりましたが、先ほどオリンピック・

パラリンピック担当主幹のほうから説明がありました、交流事業の関

係で、場合によっては、この期間は市長が不在となる可能性がござい

ますことから、次回の会議の日程につきましては、時期を変更して開

催をさせていただく可能性がございますことをご承知おきいただけれ

ばと思います。時期の変更がございました場合につきましては、委員

の皆様には、その際にご通知するとともに、市のホームページでもお

知らせをさせていただきたいと思います。 

  事務局からは以上でございます。 

○渡部市長 ということで、大変恐縮ですが、まだ決定しておりません

けれども、お子さん方をお預かりをして、中国へ連れて行くのは初め

てのことになるので、場合によっては、私が責任者として引率する、

私ができるわけではないのですが、一応随行、私も子供たちと一緒に
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行かせていただく可能性があるので、もしかすると日程については変

更させていただく可能性があるということで、ご承知おきいただけれ

ばというところでございます。 

  特になければ、以上で本日の平成３０年度第１回東村山総合教育会

議を閉会といたしたいと思います。 

  長時間、議論いただきまして、まことにありがとうございました。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

午前１０時２０分 閉会 




