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平成３０年度第４回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成３１年２月１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 企画政策課長 笠 原 貴 典 

教育部次長 田 中 宏 幸 市民相談・交流課長  荒 井 知 子 

教育部次長 井 上 貴 雅 市民相談・交流課 多文化共生係長 石 川  正 行 

統括指導主事 小 林 宏 障害支援課長 小 倉 宏 幸 

教育総務課長 仁 科 雅 晴 障害支援課 課長補佐 加 藤 博 紀 

子ども・教育支援課長 大 西 弥 生 児童課長 半 井 順 一 

経営政策部長 間 野 雅 之 児童課 課長補佐 竹 内 陽 介 

経営政策部次長 原 田 俊 哉    

○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 

  共生社会の構築について 

４ その他 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 ただいまから平成３０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 おはようございます。企画政策課長の笠原でござ

います。 

  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
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様には事前にお伝えさせていただいておりますが、本日の教育の諸課

題は「共生社会の構築」についてでございます。その関係で、市長部

局より市民相談・交流課、障害支援課、教育委員会より子ども・教育

支援課が同席させていただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。また、協議の後、児童クラブの学校施設利用につきまして、担

当所管からご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同席させていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。 

なお、資料につきましては、配布資料一覧をご確認の上、不足がご

ざいましたら、事務局までよろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

○渡部市長 それでは、本日の会議に入ります前に、傍聴者について委

員の皆様にお諮りをさせていただきます。本日の審議内容について、

事前通知を受けていますが、特段の非公開情報はないというふうに思

われますので、傍聴者の入場を許可したいと思いますが、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 異議がございませんので、傍聴を許可したいと思います。

なお、会議途中で傍聴希望者が来た場合にも、同様に許可する形をと

らせていただきたいと思いますが、これもご異議ございませんでしょ

うか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 異議ございませんので、採用を進めさせていただきます。 

また、本来ですと定員は１０名となってございますけれども、会場の

規模から判断しまして、１０人以上の傍聴が可能と思われますので、

席がある限りは傍聴を許可いたしたいと思いますが、これについても

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、採用を進めさせていただきます。 

  それでは、傍聴を許可いたしたいと思います。事務局より傍聴者人

数の報告と入場をお願いいたします。 

○企画政策課長 傍聴者、ただいま４名でございます。 

○渡部市長 それでは、入場を認めますので、暫時休憩いたします。 
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午前 ９時０３分 休憩 

 

午前 ９時０５分 再開 

 

○渡部市長 休憩を閉じまして、会議を再開をいたします。 

  傍聴者の皆様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」の内容を遵守いただきますようお願いいたします。 

  それでは、早速、会議を進めさせていただきます。改めまして、皆

様、おはようございます。教育委員の皆様には、大変お忙しい中、本

年度第４回の東村山市総合教育会議、平成３１年としては初めてとい

うことになりますが、第４回の東村山市総合教育会議にご出席賜りま

して、まことにありがとうございます。また、常日ごろ、東村山市の

教育の充実・発展のために教育委員各位には多大なご尽力をいただい

ておりますことに、改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

  早いもので、年が明けまして、もうきょうから２月ということであ

ります。昨年の一字をあらわす漢字が、年末の清水寺で公開されまし

たように、災害の災、災いということで、１年通じて大変な、日本全

国で災害が多発した年であります。６月、大阪北部で発生した地震で

は、通学途上の小学生児童が小学校のブロック塀が倒れて、下敷きに

なって亡くなられるという大変痛ましい事故がございました。それを

受けて、当市でもブロック塀の点検・改修工事等を行っておりますが、

今年は三が日のように穏やかな１年であってほしいなと願っていると

ころでございます。 

  しかし、今年はご案内のとおり、５月には改元ということで、今上

陛下がご退位されて、皇太子殿下がご即位され、新たな元号に変わる

という、日本にとっては大きな節目でございます。また、１０月には

消費税の税率の改定がございまして、それに伴って、いろいろ市役所

でも行わなければならないことがあります。今年はそういう意味で

我々、市・行政にとっても非常に激動の１年かな、かように感じてい

るところでございます。 

  既に、教育委員の皆様にはご案内のとおり、昨年の１２月定例会で、

森教育長の再任をお願いをさせていただいた次第であります。森教育

長からは昨年末をもって退任の申し出をいただいておりまして、教育
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長とも相談して、後任の方の人選はしておりましたが、ちょっとタイ

ミングが合わなかったということで、教育長にはショートリリーフと

いっては恐縮でございますが、後任の方が就任いただくまでの間とい

うことで、引き続き教育長をお願いをさせていただいて、教育長のほ

うも、しからばということで、引き続き後任の方が就任されるまでの

間は、東村山市の子どもたちのため、教育の発展のためにご尽力いた

だけるということで、就任をお願いしたところでございますので、引

き続き、わずかな期間かもしれませんが、よろしくお願い申し上げた

いと思っております。 

  また、先月、地元選出の衆議院議員の木原誠二さんと、私、中国に

急遽行かせていただきまして、来年に迫りました東京２０２０オリン

ピック・パラリンピックでは、一昨年、当市、中国のホストタウンに

政府に認証いただいたところでございますが、都内唯一の中国のホス

トタウンということで、事前キャンプを、ぜひ東村山で開催をお願い

したいということで、中国の国家体育総局の高志丹副局長さん、日本

で言うと副大臣クラスの方だそうでございますけど、面談させていた

だくことができまして、中国の卓球とサッカーの事前キャンプを東村

山市で開催する旨の覚書を取り交わさせていただいた次第でございま

す。いつ、どのような形で当市で中国の卓球チーム、サッカーチーム

の事前キャンプを開催するかは、まだ未定でございます。これから具

体的には協議をしていくということになりますが、オリンピックの事

前キャンプを当市で開催いただけるということで、私自身は大変喜ん

でいるところでございまして、ぜひ成功させて、できるだけ間近なと

ころで次代を担う子どもたち、あるいは市民の皆様にも中国の選手の

練習風景等も見ていただきたいというふうに思っております。 

なお、覚書には練習に支障のない範囲で市民との交流を進めるとい

うことも、覚書で取り交わさせていただいておりますので、また具体

になれば、教育委員会の皆様にもいろいろご理解、ご協力、ご指導賜

ることになろうかと思っておりますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

それでは、本日の総合教育会議のほう、進めさせていただきます。

本日の議題でございますが、本年度第１回の総合教育会議にてご意見

をいただきました、共生社会の構築ということにつきまして、本日の

諸課題のテーマとして協議をさせていただきたいというふうに考えて
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おります。限られた時間ではございますが、委員の皆様から忌憚のな

いご意見をお聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  それでは、早速、議題に沿って進めてまいりたいと思います。 

  議題は、今申し上げた共生社会の構築についてでございます。 

  それでは、教育委員会、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○子ども・教育支援課長 おはようございます。子ども・教育支援課長、

大西です。よろしくお願いいたします。子ども・教育支援課からは、

共生社会の構築に向けた児童・生徒や保護者の方を対象とした障害者

理解に向けた取り組みについて、ご説明をさせていただきます。 

  教育委員会では、東村山市特別支援教育推進計画第四次実施計画に

基づき、特別な教育的ニーズのある児童・生徒の一人ひとりの力を最

大限に伸ばすために、乳幼児期から学校卒業後までのライフステージ

を見通した多様な教育を展開しております。これらの力、社会的自立

を図ることのできる力や地域の一員として生きていく力を培うため、

共生社会の実現に寄与することを目指した取り組みを進めております。 

  特別な教育的ニーズのある児童・生徒に向けた取り組みにあわせて、

共生社会の担い手を育成することも重要と考え、障害者理解に向けた

取り組みを行ってまいりました。 

   

  この表は、小・中学校の特別支援教育コーディネーターや、特別支

援学級設置校の教員で構成されております、特別支援教育運営委員会

で取り組んだ理解啓発授業の一覧です。特別支援学級が設置されてい

る学校では、日常的に交流活動や理解啓発授業を実施することができ

ますが、未設置校においては、身近な場所、身近な題材での理解啓発

が難しく、課題でした。特別支援学級が設置されていない久米川東小

学校６年児童に対して、児童の進学先である、特別支援学級が設置さ

れております東村山第二中学校の特別支援学級の教員が出前授業を行

ったことをきっかけに、特別支援教育委員会での理解啓発授業が始ま

りました。 

  障害に対する理解、特に自分の身近にいる、目に見えない困り感を

抱えている人への理解を深める授業を、６年生を中心に行ってまいり

ました。実施に当たりましては、啓発部員と実施校の学級担任の打ち

合わせを重ね、人権教育の取り組み状況や児童の実態にあわせて、授
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業の方法や内容を決めてまいりました。ゲストティーチャーの方式や、

学級担任とのティームティーチングの手法をとり、疑似体験を取り入

れた授業もやってまいりました。授業を受けた児童からは、友達の困

り感に気づいたら、優しく声をかけたい。自分にもできることがある

ことがわかった。というような声が聞かれました。 

  現在は、特別支援教育運営委員会にて授業は実施しておりませんが、

指導案や教材をデータベース化し、共有できるように整備してござい

ます。これらを活用し、各学校の実態や体制にあわせた取り組みを進

めてもらっているところです。 

  続いて、裏面をごらんください。 

  こちらの表は、平成２６年度より実施しております、市民の方に向

けた講演会の実施状況一覧です。毎年多くの方のご参加をいただいて

おり、今年度も来週の２月６日水曜日に実施する予定です。昨年度参

加された市民の方からは、子どもの行動の背景を目にとめ、観察する

ことの大切さ。なぜするのだろうという気持ちを忘れずに、子どもに

接していきたい。などの声をいただいております。また、実施回数を

ふやしてほしいというようなご意見もいただいているところです。 

さらに、小・中学校におきましては、保護者会などの機会を利用し、

特別支援教育専門家チーム委員を活用した講演会なども実施されてお

ります。 

また、後ほど障害支援課からもご説明があるかと思いますが、発達

障害啓発週間パネル展を健康福祉部障害支援課と教育部子ども・教育

支援課の共催で、今年実施致します。 

特別支援教育は、障害のある幼児、児童・生徒への教育にとどまら

ず、障害の有無やそのほか、個々の違いを認識しつつ、さまざまな

人々が生き生きと活躍できる共生社会の基礎となるものであるとされ

ており、今後もさまざまな場面で共生社会の実現を目指し、取り組み

を進めてまいります。 

私からは以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。それでは、市長部局のほうの取

り組みについて、まず障害支援課からご説明をお願いします。 

○障害支援課長 改めまして、おはようございます。障害支援課長の小

倉でございます。障害支援課からの取り組みにつきましては、資料２

をごらんいただきたいと思います。 
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  障害に対する理解促進、啓発に係る取り組みといたしまして、大き

く２点ございます。まず１点目が、障害者週間福祉の集いの実施でご

ざいます。当市では、毎年１２月３日から１２月９日までの障害者週

間において、障害者などに対する理解促進、啓発に係る事業として障

害者週間福祉の集いを実施しておりまして、今回で３５回目を迎えて

おります。平成３０年度は、１２月８日と９日の２日間の日程で、中

央公民館において実施をさせていただいたところです。 

なお、この実施に当たりまして、教育委員会のご協力をいただいて、

市内小学校５、６年生、中学生１、２年生に対して周知啓発のチラシ

を配らせていただきました。この場をかりてお礼申し上げます。 

なお、来場者のアンケートをとっているのですけれども、アンケー

トの中では、ポスター、チラシで知ったとお答えになった方が前年度

よりもふえ、会場には小学生の方、中学生の方の姿も多く見られるよ

うになったところでございます。今年度、来場者自体が大きくふえま

して、１４９名の、前年度よりも増となっているところでございます。 

  次に、先ほど大西課長からもご説明がありましたが、障害支援課と

子ども・教育支援課共催で、発達障害者の理解啓発ということでパネ

ル展を４月２日から８日まで実施をさせていただいているところでご

ざいます。ここでは、発達障害者のＰＲのほかに、障害者の差別解消

法に基づくＰＲもあわせてさせていただいたところでございます。引

き続き、このようなイベントのほか、市報においても、平成３０年度

に理解啓発に係る記事を載せさせていただいたり、取り組んでいると

ころでございます。 

  障害支援課からの説明は以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。それでは、続きまして市民相談・

交流課からお願いします。 

○市民・相談交流課係長 改めまして、おはようございます。市民・相

談交流課多文化共生係長の石川と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。本日の総合会議のテーマであります共生社会の構築につい

てということで、当市の多文化共生推進プランを取り上げまして、こ

の取り組みについて、資料３に基づきましてご説明させていただきた

いと思います。 

  今日の説明の中では、まず、外国人の市民の方が、今、非常に増え

ているということで、皆様の生活の周りでも、コンビニエンスストア
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へ行くと、中国人の方ですとか、ベトナム系の方がレジに立っている

シーンを、見かけることが多くなってきたかと思います。そうした市

の外国人の状況と、多文化共生推進プランがどのような背景でつくら

れてきたか、そしてプランの中身について、順を追って説明させてい

ただきたいと思います。 

  資料をおめくりいただきまして、まず市の状況でございますが、現

在、外国人の人口が、１月１日現在で２，８２６名ということで、約

１．８％、人口の中で比率を占めているという状況です。国別に見ま

すと、中国、韓国、フィリピン、ベトナム、ネパールと、アジア圏の

方が非常に多い比率を占めているという状況でございます。世帯数に

しましても、２，０５２世帯ございまして、その在住資格別で見ます

と、永住者の方が非常に多いという特徴があります。東京自体は、非

常に外国人が多いところですが、地方に行きますと、工場があったり、

古くから外国人の方が移入してきているということが多いのに対し、

当市につきましては、永住者としてお住まいになる方が多いという傾

向がございます。また、留学、家族滞在、特別永住者という形で続き

まして、やはり、一市民として生活に根ざしている方が多いという傾

向がございます。 

それを支える市の体制でございますが、市民相談・交流課多文化共

生係におきましては、多言語相談員という形で英語、中国語、韓国・

朝鮮語に対応する嘱託職員が３名おりまして、私含めて７名の係で外

国人対応業務に携っております。また、対応といいましても業務は多

岐にわたり、この推進プランの実施に基づきまして、国際理解に関す

ることでありますとか、生活相談、あるいは姉妹都市交流、国際交流

団体との連携、市民団体との連携というようなことにも携わっており

ます。 

今申し上げた国際交流団体との連携でありますが、当市では主に三

つの大きな市民団体の方が長年活動されております。まずは東村山市

国際友好協会で、姉妹都市インディペンデンス市との国際交流を４０

年にわたり続けていただいている団体でございます。また、東村山市

日中友好協会は、友好交流都市である蘇州市を初め、中国との交流を

行っている団体でございます。そして、東村山地球市民クラブは２０

年にわたり、多文化交流国際理解事業や語学講座、外国人市民との交

流など、日本と外国との橋渡しを長年行っていただいている団体でご
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ざいます。 

そうした中で、推進プラン策定の背景としては、一つは、国が大き

く動いたのが、２００６年に「地域における多文化共生推進プラン」

を総務省の音頭で策定いたしました。それを受ける形で、「多文化共

生事例集」ということで、比較的早い段階で多文化共生を進めていた

事例などを集めまして、各地で推進プランをつくりましょうという動

きがありました。さらに、大きな画期は、最近、報道でも耳にするこ

とが多いかと思いますが、いわゆる入管法の改正で、今年の４月から

施行される法律でございますが、この改正が、２０１８年度、大きく

動いたところであります。 

東京都は非常に外国人が多いのですが、実は多文化共生に関しては

比較的低調な時期が続きまして、２００３年に国際交流委員会を立ち

上げたものの、その後、なかなか進行せずに、東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピックを契機としまして、２０１６年から「多文化共

生推進指針」というものを大きく打ち出しまして、今まさにオリンピ

ックに向けて、東京都はかなり多文化共生に力を入れている背景がご

ざいます。 

自治体レベルでございますと、やはり外国人が非常に多かった地域

が集まって、「外国人集住都市会議」というのが、２００１年、国に

先駆けて行っておりまして、多文化共生という言葉がこのあたりから

出始めているということでございます。２０１３年に浜松市、広島市

などで先行して推進プランが策定した中で、当市も同じ年に第一次の

多文化推進プランを策定しております。 

この推進プランは、多摩地域だと市部では三つ、立川市と八王子市、

当市の三市しか策定していないという状況の中で、非常に先駆的な取

り組みだったと評価できるのではないかと考えております。 

そして、５年の経過を踏まえまして、第二次多文化共生推進プラン

が昨年策定されまして、今年度から実施しているという状況でござい

ます。 

次に、一連のプラン策定の流れですが、資料にありますとおり、ま

ず市民意識調査ということで、外国人市民の方のアンケートをとりま

した。また、日本人市民に対しても意識調査を行いました。 

ページめくりまして、その状況調査を行った後、プランが実際に機

能しているかどうかを各所管、あるいは関係団体の皆様のご協力を得
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まして、こちらの目標、課題、施策を実施できているかどうかの検証

を毎年行っております。その検証結果を、下段にあります多文化共生

推進プラン推進等協議会の委員の方々に諮りまして、見直しを随時図

り、多文化共生推進プランに掲げる事業を進める。これの繰り返しを

行っているという状況です。 

このプランですが、市の計画の中では、第二次総合計画の基本構想

の中にありますとおり、この後期基本計画の中でも、「みんなで支え、

助け合う、健やかに生き生きと暮らせるまち」の基本目標に則った形

での実施計画を立て、その分野別計画として、多文化共生推進プラン

が位置づけられております。 

こちらのプランの目的としましては、総合計画にうたっている目標

を達成するために、地域社会のパートナーとして、強い連帯感と信頼

関係で結ばれたまちの実現ということで、将来像、これがメインテー

マではありますが、「互いを支え、個性を生かし、誰でも参加、活躍

できる多文化共生のまち、東村山」を目指して各事業を行っていると

いう状況でございます。 

１枚めくっていただきまして、本日お手元にお配りさせていただい

ているカラー冊子のほうの、東村山市第二次多文化共生推進プラン、

こちら５ページをお開きいただきながらこの後のプランの中身につき

まして、ご説明させていただきたいと思います。 

５ページにありますとおり、プランは五つの基本目標から成り立っ

ております。１番目が、日本人と外国人がともに活躍できる環境の整

備。２番目が、全ての外国人が安心し、生活をより楽しむために必要

なサポートの充実。３番目が、日本人、外国人が相互に多様性を尊重

し、ともに支え合う意識の醸成。４番目が、災害時における外国人支

援の体制の構築。５番目が、多文化共生推進の推進体制の整備となり

ます。この基本目標に則って課題が幾つか掲げられこの課題解決のた

めの施策を展開しているというような流れになります。 

  レジュメのほうを見ていただきながら、時間の都合もございますの

で、概要について簡単に説明していきたいと思いますが、まず１番目

の「日本人と外国人がともに活躍できる環境の整備」につきましては、

日本語、日本社会に関する学習を支援していったり、就労に関する支

援を行ったり、地域活動にボランティア参加していただいたりという

ことで、今までは外国人を支援するという視点でしたけれども、外国



１１ 

人と一緒に活動していただける、そういった環境を整えていくという

ことが重要になってくるかと思っております。 

  取り組み例として写真を掲載しておりますが、日本語教室の指導者

を養成したり、あるいは、先日行われました市長とのタウンミーティ

ングということで、外国人の方の意見を聞く場を設けたり、外国人の

就職支援の市民講座を行って、１５名の外国人市民の方に参加してい

ただきました。 

  ２番目にあります、「全ての外国人が安心し、生活をより楽しむた

めに必要なサポートの充実」でございますが、地域生活における情報

の多言語化でありますとか、子どもの明日につながる環境整備、そし

て医療、保険、福祉の多言語化ということで、やはり外国人市民が一

番最初に突き当たる壁である言葉の問題であります。これは、日本人

の我々にとっても外国人の方と接する際に、一番壁と感じる部分だと

考えております。そこで、こちらは多言語化ということでは、ごみカ

レンダーとか生活に直結したものをより多く多言語化する、あるいは、

スマートフォン等で対応していくというような施策を行ったり、ある

いは、図書館等でも多文化理解のため、外国籍の方でも読みやすいよ

うな資料を集めているというような取り組みを行っております。 

  今回、総合教育会議ということでございますので、特に２番目に挙

げました、「子どもたちの明日につながる環境整備」につきまして、

簡単にご説明させていただきたいと思います。この環境整備につきま

しては、具体的な施策として三つ挙げておりまして、まず一つは日本

語適応指導で、これは学務課で、実際に転入時等で言葉の支援が必要

な場合、通訳をつけるという支援策を行っております。また、２つめ

は日本語適応指導で、子ども・教育支援課では、実際に放課後等で外

国籍の子どもたちに対して日本語を教えたり、あるいは学習の指導を

する補助授業を行っている制度でございます。そして、３つめは、当

課で行っている子ども日本語教室の設置に向けた市民団体等との協働

として、外国にルーツをもつ子どもへの日本語を教える取り組みです。

ここでいう外国にルーツをもつ子どもには日本国籍をもつ者を含むと

いうことで、この方々が非常に重要でして、外国籍の方だけではなく

て帰国子女の方ですとか、ご両親が日本人でも、外国にかなり長く暮

らしていたために日本語指導が必要だという生徒が非常に増えている

状況の中で、こうした子どもたちへの日本語教育を地域で行っていく
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よう、指導者を養成しながら取り組んでおります。 

  この子ども日本語教室でございますが、現在、ボランティアの方々

が水曜日、金曜日の午後３時半から午後５時まで実施しています、指

導ボランティアの方々は日本語を教えるということで、国語ではなく

将来日本語で困らないように、幼いうちから日本語を丁寧に教えてい

るというスタンスで活動をしておりまして、現在、指導ボアンティア

が約１０名で、受講者が小学生が５～６名、中学生１名です。今後、

４月以降、法律改正に伴って外国の方がふえる中で、当然、家族で連

れてこられたお子さんたちが、学校に入って日本語を学ぶ機会が増え

るということで、学校のサポートとしてこういった放課後での日本語

指導を我々の課で取り組んでいければと考えているところでございま

す。 

  ３番目、「日本人、外国人が相互に多様性を尊重し、ともに支え合

う意識の醸成」とございますが、こちらは地域社会における多様性を

受け入れるための意識の啓発、日本人と外国人の交流の場の拡充、そ

して、外国人市民の社会参加とありまして、特に２番目に挙げました、

交流の場ということは、これは行政だけではなかなか進まないところ

でございます。先ほど申し上げました三つの市民団体の方々が、長年、

交流ということでは力を入れていただいておりまして、インディペン

デンス市から相互に学生を派遣する交流事業を国際友好協会は４０年

にわたり行っているという状況です。また、グローバルパーティーで

ありますとか、国際理解事業という形で地球市民クラブでは日本人の

方に外国の文化を紹介し、また外国籍の市民の方にも日本の文化のよ

さを伝えるという交流の場を年間を通して行っていただいています。

また、当課ではそういった３団体の皆さんの協力のもと、多言語スピ

ーチ大会も行っておりまして、語学学習をした日本人の方が英語で話

したり、あるいは、英語圏の方が習った日本語でスピーチをしたりと

いう取り組みを４年間続けておりまして、先日行ったスピーチ大会に

は４９名の方に参加していただきました。 

  ４番目、「災害時における外国人支援の体制構築」でございます。

災害時の外国人支援のマニュアル整備、防災意識の啓発、そして多文

化防災における連携ということで、これは非常に大きな課題でありま

して、在住の市民の方だけではなく、今後、インバウンド等で外国の

観光客の方等が市内を訪れたときに、万が一、災害に遭ってしまう、
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こういうケースがあるかと思います。そういったときに備えて、現在、

当課では、災害時外国人支援ボランティア養成講座を行っており、こ

ちらで語学のできる方を募集し、災害時に避難所や、多言語支援セン

ターといった防災時の体制で、語学のサポートであるとか、情報弱者

になりがちな外国人の方のサポートを行うような取り組みを行ってお

ります。ただ、一足飛びに万全の体制を整えることは、まだ課題が多

い状況でございまして、徐々にではありますが、防災倉庫を開けてみ

たり、避難所とはこういうものだよ、ということを専門講師による案

内や、ミーティングをしたりということで取り組んでおります。今年

も９月に防災訓練を行いまして、４４名の外国の方、語学ボランティ

アの方に参加していただきました。 

  そして、最後ですが、「多文化共生施策の推進体制の整備」という

ことで、地域における各自治体の役割分担と連携・協働、多文化共生

の所管とする担当部署との横断的な連携、多文化共生・男女共同参画

推進交流室のＰＲなど、多文化共生への取り組みを市民団体の皆さん

と協働で、これからも続けていきたいと考えております。 

  多文化共生推進プランの説明は以上でございます。 

○渡部市長 以上で、説明が終わりました。一応、共生社会の構築とい

うことをテーマにでございますが、非常に幅も広いので、きょうは、

今ご説明させていただきましたように、障害者、それから外国人とい

うことで、少し絞って説明をさせていただいたところでございます。 

  これまでの説明を踏まえまして、これから協議を進めさせていただ

きたいと思います。教育委員会及び市長部局の取り組みなどにつきま

して、皆様の感想や気づかれた点等がございましたら、ご自由にご発

言をいただければというふうに思います。よろしくお願いします。い

かがでしょうか。このテーマ、たしか、小関先生のほうからお出しい

ただいたと記憶をいたしております。今のところの説明で、何かご発

言ありましたら、お願いしたいと思います。 

○小関委員 ありがとうございました。横断的にといいますかね、子ど

も・教育支援課、それから教育委員会というところで進めていただい

て、これからなのだな、という感を強くしました。障害者理解も、や

はり啓発の段階じゃなくて、これからは、さらにそれを実効性のある

もの、実施していくということがすごく大事で、共生社会というのは、

私が提案しましたのは、もちろん障害のある方ということもそうです
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し、外国籍の方もそうなのですが、若い人も、低年齢の人も、それか

ら高齢の人も、やはり一人ひとりが生き生きと生活できる、そういう

地域、社会をつくっていかなきゃいけないな、という、そういうこと

で共生社会という大変大きなものを出させていただきました。 

  共生社会の実現というのは、やはり他者への共感とか、思いやりと

かということが一番大事だというふうに、中教審の答申などでも言わ

れているわけですけれども、学校教育の中で、さらにこれからそれを

進めていかなくちゃいけないのじゃないかというのが一つありました。

今は障害者の方、それから外国籍の方というお話があったのですが、

どちらかというと、今、社会が寛容さを失っているのじゃないかとい

う気がして、何か異なるものを排除する、攻撃するというような、そ

ういう風潮が強いのじゃないかなと思います。ＳＮＳがすぐ拡散して、

すぐパンクするというような、そういう状態で、そのあたり、さまざ

まな人とかかわる力とか、それから異なる人というよりは、異なる意

見とか考えをお互いに認め合えるような、そういう社会をつくってい

く必要があるのじゃないかなというふうに考えていたことが、一番大

きな、共生社会ということでは一つです。 

  ただ、きょうお話いただいたテーマに沿ってお話しさせていただく

と、やはりこれからなのだなということなのです。だけど、本当に、

障害のある方々に同じような思いを寄せることができているのかどう

かとか、それから、そういう方々とともに動く、ともに考えるという、

そういう場がたくさんあるのか、用意されているのかというようなこ

とを考えていかなきゃいけないなと思っています。 

  また後で、一つ言わせていただきたいと思うのですけど、一つだけ、

外国籍の子どもの話なのですが、子ども日本語教室とか、それから放

課後にとか、それから通訳をつけていただくとかと、そういうことを

挙げられましたけれど、どちらかといいますと、子どもたち、学校に

来て、二つ、言語の面と、それから生活的な適応の問題と、二つある

のですよね。文化の違いもありますので、適応指導と言語指導。言語

の指導も、日本語指導ということに限っていただくと、ここでかなり

いろいろなことをやっていただいていますし、ボランティアの方も募

っていただいてということなのですが、実際には学校の学習の場面で

いうと、教科指導には日本語指導だけでは不十分なのですね。例えば

算数だと、答えが出てくる。答えが出て、あっているという、そうい
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う感じなのですが、実はそうじゃなくて、考え方とか解くプロセスと

いうのがすごく重要なのです。そのときに必要なのは、もちろん日常

的な日本語もベースになるのですけど、やっぱり学習の用語というか、

学習の言葉のようなものがやっぱり必要になる。学習するための日本

語というのかな。ちょっと言葉がうまく出てきませんけど、そういう

ことがあるので、実際に日本語が通じるようになった、話はできる。

だけど、という子どもがたくさんいるのじゃないか。それをもとに学

力がやや低いというふうに捉えられる子も出てきてしまっているのじ

ゃないかという、そういう懸念があります。 

ぜひ、日本語教室の場面もふやしながら、学校の具体的な学習の場

面で、ときに応じてですが、フォローできるような、そういう体制を

とっていただくとありがたいなと思っています。 

以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。最後の後段の部分について、教育

委員会のほうから何かありますか。 

○子ども・教育支援課長 先ほど石川係長からあった日本語適応指導教

室は、希望学級の中で行っているのですが、今、小関委員、おっしゃ

ったような日本語を使った学習を教えています。日本語を教えている

のではなく、国語の授業を算数の教科書に基づき、日本語を使って学

習を教えているのですが、ただ、環境が１対１の、マンツーマンの形

で行っていますので、日常の授業の中に、それが直結しているという

よりも、どちらかというと復習学習、予習学習という意味合いで行っ

ているところです。各学校の中に入って、その場その場にあわせた支

援というのは、まだ現状はできていないという状態です。 

○小関委員 どれだけの困難が、子ども一人ひとりにあるかはちょっと

わからないのですけれど、実際に、本当にそういうつもりで学校の言

葉を見ると、いわゆる学習用語というのはものすごくたくさんあるの

ですね。そこでつまずいてしまったら、というのがありますし、それ

から、特にこれから対話的な学びとかというので、いろいろな子ども

同士の話し合いが展開されていくという。そういう中で、ちょっと黙

ってしまったりというようなことも出てくるのじゃないかと思います。

そこを、毎回毎回というのはとても人的なフォローもできないと思う

のですが、１回でも２回でも、やっぱりみんなと交流し合って対話的

な学習を進められたというようなことが出てくると、子どもたちの学
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習意欲も本当に高まるのじゃないかなというふうに思います。お金も

かかると思うのですが。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。ほかにご意見ありますか。 

○當摩委員 今、小関委員のお話、本当に私の中でもすとんと落ちまし

てね、そうだなというようなことが、たくさん、小関委員言われまし

た。と申しますのは、私、二つの例を今、現場を幸い見させていただ

いた体験から話させていただきたいと思いますが、まず、障害のある

お子さんの例なのですが、私、ボランティアとして、ふるさと歴史館

で行われておりますこども縄文塾の活動に携わらせていただいていま

す。３回目のときでしょうか、ご家庭からの備考欄に、６年生のお嬢

さんなのですけれども、ＡＤＨＤだということの記入がございまして、

実は皆さん、どうしたらいいのだろうというようなお気持ちを、歴史

館の担当の方も、それからボランティアの人ももったわけです。私は、

幸い学校現場にいろいろお邪魔させていただいておりますので、少し

の、素人でございますけれども、そうした課題があるお子さんに関し

ての、どのようなことに留意すればいいかがわかるので、じゃあ、私

が、その彼女が来たときは、ずっと彼女をつかず離れずで見ていまし

ょうということで、無事に数回の縄文塾を終わらせることができまし

た。 

そのときに思ったことなのですが、今、小関委員のおっしゃるとお

り、まだいろいろなことが始まったばかりなのです。ですから、学校

現場ではいろいろなことがわかっていたり、お友達のことが、困り感

とかがわかるようになっても、それを例えば、生涯学習、特に社会教

育の場でどのように、そうした困り感をともに課題として見てあげら

れるかということは、これからのさまざまな課題だろうというふうに

思いました。これは、全部を知るような知識がいるわけではなくて、

本当に基本になることだけでもいいから、そして、多分、一人ひとり

のお子様の困り感は違うのだと思います。ですから、そのきっかけに

なることを、こうしたいろいろな取り組みの中で示していただいて、

その場に少し学びに行けるような、そうした環境を整えていくことが、

これから共生社会の中ではとてもとても大事なことだなという、私の

体験を通しての、これが一つでございます。 

  二つ目なのですが、これは、実は萩山小学校の例なのですけども、
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私、２年間続けて人権教育のために全生園でのことでの授業をお手伝

いさせていただいておりまして、全生園を学ぶときの導入学習を担当

させていただきました。今年度なのですが、イスラムのご家族が信仰

おもちのお嬢さんがいらっしゃって、そして、やはり彼女がなかなか

お友達たちから受け入れられないような状態であるということでした

ので、授業の内容、どのようにしようかと考えたときに、差別と区別

ということでタイトルとしたのですが、そこでアメリカにおける人種

差別について簡単な説明をして、それを全生園の方々に対してとって

しまった差別ということにつなげました。 

どんなことをしたかというと、まず、当初は黒人差別とか、そうし

たことだけをしようと思ったのですが、ネイティブアメリカンについ

て触れました。ネイティブアメリカンについて触れたときに、ネイテ

ィブアメリカンとヨーロッパのハーフの女性の、ラトルスネイク・ア

ニーという人なのですが、その人のインディアンドリームという歌を

一番頭に聴いてもらいました。子どもたちは、やっぱりそこに本当に

引きつけられたのですね。その授業が終わった後で、その彼女が私に

聞きに来たのです。「この人は何でこの歌を歌おうとしたのです

か。」「それはね、彼女は自分たちが受けてきた差別とか、自分たち

の民族の誇りを知ってもらいたいと思ったからだよ。」と言ったら、

「うん。」と言いました。後で校長先生にさまざまなことを伺ったの

ですが、イスラムの中では、女の子が歌を歌うこと、いけないのです

ね。彼女は音楽の授業が、ですから歌を歌うことができないのです。

小関委員がおっしゃられたように、評価はどのようにするの、といっ

たら、そこは斜線にせざるを得ないということなのです。また、音楽

鑑賞教室も、やはりご家庭の考え方で行けないのですね。また、彼女

は宗教的な理由で給食は一緒に食べられずに、毎日、家庭からお弁当

をもってきているのです。 

先ほどの多文化共生の中で、私自身も先ほど来、ご紹介いただいて

おります地球市民クラブの１０年近く活動させていただいております

ので、さまざまな国籍の方々との交流がございます。これから教育現

場が一番課題となってくることは、こうした宗教とか、言語の多様性

というのは比較的わかりやすいことですけれども、そうしたことによ

って、日本の教育とちょっとそぐわないところをどのように指導して

いってあげればいいか。学校は、実際にそこのところを学校のお教え
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になる側が多少の困り感をもっていらっしゃるということを、私この

ときに痛感したのです。ですから、今後の、これは日本全国どこでも

そうだと思うのですけれども、そうした宗教ですとか生活習慣、食べ

物のことを知ることが言語のことと同じように重要になってくるので

はないかなというような印象をもって、このテーマを今回、捉えさせ

ていただきました。いずれにしても、こうしたことは今後、日本がど

のように国際社会の中で日本というものを堅持していけるか、維持し

ていけるか。どこを認めて、どこは日本の文化として捉え続けていく

かということの、日本にとってもすごく大きな試金石になる、すごく

大きなテーマだということで、市長が今回、このテーマを出していた

だいたことを大変感謝しております。 

以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。小関先生からも當摩委員からもお

話ありましたように、障害者の児をどうしていくかということととも

に、これからやはり、ご指摘のように外国人の方の受け入れが、枠が

拡大されますので、今現状、東村山市内小・中学生合わせて約９０名

ほどの外国籍の児童・生徒がいるというふうに伺っていますけれども、

アジア圏であれば多少まだいいのですけど、イスラム等になるとかな

り戒律が厳しいので、実際、現場はかなり難しいだろうなと。ヨーロ

ッパでの最初のトラブルも、宗教上の問題が非常に大きく起因して、

今、移民排斥みたいな、さっき小関先生が、世界全体が寛容性を失い

つつあるのではないかというご指摘がありましたけれども、きっかけ

としてはそういう、いわゆるヨーロッパ的な、日本は近代以降、大分

ヨーロッパの文化を、特に、戦後はかなりヨーロッパ的な考え方、ア

メリカ的な考え方に沿ったようなことを、今行われているわけで。先

ほども、イスラムの戒律では女性が歌を歌ってはいけないとか、かぶ

り物をしていなければならないとか、スポーツについてもかなり厳し

い規制があるので、今の、いわゆる男女共同参画というような考え方

とは、かなり相容れない部分があるのですが、とはいえ固有の宗教、

文化なので、それを丸ごと否定もしづらいところが実はあるというの

が現状かなと思います。 

今後、外国人の方が児童・生徒にもふえてくると、いろいろな国籍、

文化、宗教、学問が全部違ってきますので、これらについては非常に

難しい。なかなか学校任せというわけにはいかない。市の考え方、あ
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るいは当然、国の考え方も示していただく。あるいは、先ほど小関先

生からお話ありましたように、個別の授業に参加しての橋渡しをする

ような指導というのでしょうか。これらについても、今、多分、全国

的に進んでいるのは、やっぱり外国人が多い群馬県の大泉町だとか、

太田市が非常に進んでいるのですが、全部財源はそれぞれの基礎自治

体の財源負担でやっているような現状なので、やはりこれも非常に財

政的な負担が多くなってくる可能性があるので、これらについても今

回の入管法の改正で、いろいろな基礎自治体の首長からは、やっぱり

国からの財政的な支援を強く求めるご意見もかなり出されていたとい

うような現状でございます。 

  きょうはちょっと、すぐにこういうふうにしましょうという方向性

を決めるというよりは、いろいろ課題を皆様からご指摘いただければ

というふうに思いますので、次に特別支援教育の専門家でもあります

櫻井委員からご発言いただければと思います。 

○櫻井委員 ありがとうございます。ちょっと時間をいただくかもしれ

ませんけども、こういうジャンルは自分の専門領域でもありますので、

幾つかお話をしたいと思うのですけども、ある市の条例に基づいた人

権擁護委員会の委員を、５年ほど前まで３年間ほどやっていました。

その市の中で起こっている、障害者が人権侵害を受けているであろう

ということについて、市民が訴えたものが出されます。私などの委員、

お医者さんもいらっしゃる、労務関係の方もいらっしゃる、障害福祉

の専門家の方も、というような感じのメンバーがいて、これは罰則が

明文化されている条例があり、罰則に当たるかどうかというようなこ

との、実際は罰までいかないで、勧告というかうまく修正をしましょ

うみたいな形で行政が入って、間を取り持つという、そういう場なの

ですけども。 

  記録に残る話なので、ちょっと話しづらいところもあるのですけど

も、端的に言ってしまいますと、その市の中で一番障害のある人に対

する人権侵害、つまり、障害のある人たちが当事者として、またはそ

の保護者として人権侵害だと思う場所はどこかというと、学校が一番

多いというのが毎回でした。東村山はどうでしょう。この辺の話題、

出ているのかどうか。 

  その背景は、例えば、日本の教育のシステムが、分けるというシス

テムをずっととってきたということが大きいと僕は思っているのです
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けども、効率的に専門家の人が育てるという捉え方で、障害のある人

たちは違う場所で学んだほうが合理的だし、専門性の高い教育をして、

その子にあった教育ができる。とても、ある意味では大事にされてき

て、私もそういう仕事についていましたから、そこでの効果というの

は、もちろん感じてはいるわけですね。 

  それから、どうしても運動会で１等をとる子に対しては、頑張った

ね、優勝したねという評価をする。やっぱり遅いより速いほうがいい。

または、学びについても、３０点のテストの点数よりも１００点のほ

うがいい。こういう文化が、やっぱり学校にはある。それから、日本

の学制以来、一貫して、やっぱり同じようなスタイルでの教育現場と

いうようなことがある。 

  実は、ご存じだと思いますけども、国連の権利条約を日本も批准を

しました。日本が批准をしたという、いわゆる政府の中に批准をする

ための検討会議があって、今手元にもっていなくて申しわけないので

すけど、１４１番目だったかな、日本が批准したのは。すごいおくれ

たわけですね。おくれた理由は何かというと、最後の最後まで、厚生

労働省なんかは、結構早くから世界水準にしましょうという流れをつ

くったのですけど、最後の最後まで抵抗したのは文部科学省。日本の

教育制度がだめになると。つまり、今の特別支援学校制度というもの

が、世界の水準としては合わない。世界の流れとしては相反する流れ

をつくっている。そういうふうな現実があるわけですね。その結果と

して、教員、学校現場で働いている人間のそういう意識、いわゆる今

の時代、世の中はノーマライゼーション社会になってきた、学校はイ

ンクルーシブ教育をやるのだ。そういうふうな流れの中で、どう考え

ても、特別支援学校に子どもが学びに行く、または特別支援学級に学

びに行くということは、世界のそういう流れから見ると相反する現実

が、ここに二重構造があるという現実が今あるのですね。 

  つまり、今回話題に出ていることを、例えば、先ほど當間委員から

も日本の教育とそぐわない、ここでは外国人のお子さんのことを取り

上げられてお話しされましたけども。つまり、いろいろな子どもたち

に対して、今の日本の教育があっているのかどうかということを試さ

れているのだろうなと自分は思っています。私の専門領域は、発達障

害とか、知的障害です。６．５％という数字が、今出ているのですね。

発達障害のお子さんたちがいる可能性がある数字。６．５％という数
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字は、クラスの中に３人や４人はいるという数字です。男の子は１割

というふうに言われていますから、１０人のうち１人はいるというよ

うなことも言われているわけですね。このくらいの数の子どもたちが

いるということは、障害のある子というよりも、人間がそういう気質

を持っているのだという捉え方をしたほうがいいのじゃないかという

捉え方が、今、一般的です。つまり、誰にでもそういう気質があって、

悪い環境になると、その弱さがわっと出る。いい環境だと余りそうい

う弱さが出ない。というふうに捉えたほうがいいのじゃないか。学校

という環境が、子どもたちにとっていいかどうかという捉え方をして、

子どもたちが、我慢ができる子たちは口を閉じて我慢をしていますけ

ど、我慢できない子たちが大きな声を出す。ある意味では、学校教育

のずれ、今の世の中のずれを彼らが教えてくれている。世の中全体は、

実はノーマライゼーション社会になって、高齢化も含めてですけども、

大分寛容な時代になってきているのじゃないかな。それに対して学校

の教育が寛容性が弱いのじゃないかな、というふうに捉えたほうが、

私はいいのじゃないかと思っています。 

これは、実際の例としてこういう経験をしています。私はボーイス

カウトをやっていて、障害のある子のボーイスカウトをずっとやって

きています。４年に１回、国際大会を日本で行っています。もう１３

回目で、来年、福島で行うのですけども、４年に１回、海外から多い

ときは１０カ国から障害のある子が来ます。日本の障害のある子と一

緒にキャンプをするということをやって、１，０００人規模の大会を

ずっとやっているのですけども。以前は、２０年ぐらい前までは、障

害のある子がキャンプをするためには高校生、大学生の力がいるから

手伝いに来てよ、と呼びかけて集めていました。ところが、１２、３

年前ぐらいから障害のある子とキャンプをしたいですと、日本中から

みんな自分のお金でキャンプにわざわざ来るように変わってきました。

今は、実際、高校生、大学生のほうが人数多いのですよ、障害のある

子より。 

つまり、今の若者たちはそういう社会で生きていますから、寛容と

いうか多様を認め合える、または、認めたいと思うのだけど経験値が

ないから、経験したいよ、という、今の若者たちはそういう意識をい

っぱいもっている時代になってきているのじゃないかなと自分は感じ

ています。そこをうまくくんで、先ほど小関委員もありましたけど、
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経験、子どもが体験として交流できる場を確保することが大事だとい

うお話をされていましたけど、頭でっかちではなくて、体験を通して

障害のある人たち、または異文化の人たちを感じとる。それを、なる

べく若い世代のうちにやらせてあげたいな。それが、本市が求めてい

る子育てしやすいだとか、住みやすいとかというまち、社会をつくっ

ていくのじゃないかな。その辺が今回のテーマなのかと受け止めまし

た。 

そうやって考えていきますと、実は東村山市の場合は、命の教育を

大事にしています。命と心の教育を大事にしています。これは、もち

ろん大きな事件があったからということがきっかけでしょうけども、

もう長い年月これを続けているということは、そういう文化がだんだ

ん東村山にもできているのだと思うのですね。そういう学びをしてい

る若者がふえてきているのだと思うのです。 

つまり、障害者への理解ということとか、または多文化共生だとか、

命と心の教育とか、こういうものを合わせて多様性、今、はやりの言

葉でいいますとダイバーシティだと思うのですけども、ダイバーシテ

ィに対して、やっぱり人権的な捉え方でまちづくりをしていくのだ。

それに向けての教育をしていくのだ。そういうふうな系統的な図をつ

くっていくタイミングなのじゃないかな。一つひとつを、その場その

場の積極的、しのぐというとマイナスに聞こえるでしょうけど、その

場その場で今、急務な、喫緊な課題を解決していくということは大事

だと思うのですけども、それを何か東村山の文化として醸成するタイ

ミングに来ているのじゃないかな。今、そんな話と報告を伺いながら

感じました。 

以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。ダイバーシティということの指摘、

まちづくり、あるいはまちの文化としてというご提案いただきまして、

私も重く受けとめたいなというふうに思っています。次に佐々木委員

さん、お願いできればと思います。 

○佐々木委員 私の子どもたちも、支援学級のある学校で過ごさせてい

ただいたのですけれども、たまたま上の子には、通常クラスの中に６

年間一緒に過ごした障害のあるお友達と、肢体不自由のお友達が学年

におりました。同じように支援学級のある学校の中で育っていても、

実際に一緒に学校生活を送った上の子のほうが、やっぱり障害に対す
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る理解が深いということ、あと自然に受け入れられていること、親が

どうなのだろうなと悩んでいることも、すっと受け入れて対応してい

る姿を目の当たりにすることもすごく多かったです。ただ、下の子に

関しては、支援学級がありますので、交流を深めてはいましたが、や

っぱりどこかどうしていいかわからないとか、一緒に例えば給食で交

流するときも、何を話そうかなとか前日に話したりとかすることもあ

ったのですけれども、支援学級がない学校の子どもたちが、さらに中

学になって一緒になったりもしますけれども、自然に障害のある子ど

もたちにどう接するべきなのかとかを考える機会がふえていくと、今

後いいかなと思いました。 

また、子どもたちだけではなくて、保護者自身も本当に温かい目で

見守っていく必要があることはすごく感じましたし、理解して受け入

れるという気持ちももたなければいけないかなと思いました。また、

外国から来た子どもたちも、学校でふえてきているかと思うのですけ

れども、学校生活を送る上では、子どもたち同士の理解はもちろんな

のですけれども、保護者も、もし保護者が困っていることがあったら、

さっと手を差し延べることができるようになることが必要かなと思い

ます。 

以上です。 

○櫻井委員 一つ、つけ加えで、具体的な話になりますけど、先ほど障

害に対する理解推進、啓発にかかわる取り組みで、障害支援課さんが

障害者週間・福祉のつどいということで、１４９名ふえたということ

で、とてもうれしいなと思いながらおりました。また、去年の４月に

ここの１階であった発達障害啓発週間パネル展もとてもすばらしいも

のだなと感銘したのですけども、 

一つ気になったのが、障害者週間・福祉のつどいのほうの実施に向

けて、市内の小学校５、６年生、中学校１、２、３年生に対し周知を

するチラシを配ったという。この学年は、なぜこの学年になさったの

かなというのが気になりました。なぜかといいますと、もしかしたら、

ある程度の年齢で、実際に行動に出られる年齢ということでくくられ

たのかもしれませんけども、理解推進というのは、基本的に子どもの

態度を変容する教育なのですね。理解をした後に、その子が理解でと

まってはいけなくて、その後、態度にどうやって変容するか、態度変

容の研究だと、５、６年生というのは社会的望ましさといいまして、
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自分で判断じゃなくて周りの評価等に影響されちゃうわけです。周り

に合わせたり、評価を気にしてしまう年齢です。３、４年生が一番疑

問に感じる年代だと言われています。ですから、３、４年生あたりに、

理解はされないかもしれませんけど、問題を投げかけておいたほうが、

後々有効だということもわかってきていますので、もしよかったら、

３、４年生ぐらいから加えたほうがいいのかなと思いました。 

  それからもう１点、私はやはり気になっているというか、きょうの

発表とはつながらないのですけども、一つの数字をお示ししたいと思

うのですけども、平成２０年に小・中学校で義務教育で学んでいるお

子さんは、１，０７８万人だったのですね。それが、平成２８年の国

の調査では、もう９９９万人になっていて、その間、７９万人も小・

中学生の数が減っているのです。それに対して、特別支援学校、特別

支援学級、通級による指導を受けているお子さんは、平成２０年は２

３万４，０００人だったのが、平成２８年は３８万７，０００人にな

っているのです。つまり、全体の子どもたちの数は減っているのに、

７９万人減ったのに対して、そういう支援学校とか特別支援学級とか、

通級支援教室に通っているお子さんたちの数は１．５倍近くふえてい

るという現状があるのです。数字的に言うと、そのパーセンテージは

約４％近い数字なのです。１００人のお子さんがいると、４人がそう

いうお子さんだという現実ということを考えると、今後、若い世代が

お子さんを産むと、１００人のお子さんのうち４人がそういうタイプ

のお子さんが生まれる時代になってきているといっていいことなので

す。 

つまり、社会全体でそういうお子さんたち、そういう障害のある方

たちの割合がふえているという現実が今あって、一方で高齢化という

問題があり、それから異文化、いわゆる多国籍文化の方がいらっしゃ

る。つまり、本当に学校、ここは教育会議ですけども、どういうまち

をつくっていくかというあたりがすごく大きな問題じゃないかな。ぴ

んとこないのですよね、なかなかこの数字。自分には関係ないや、み

たいな感じで学んでいる学生がいるので。よく、「結婚したい人い

る。」と言ったら、７割ぐらいは結婚したいという学生がいるのです

けど、「結婚すると両方の家族には何人家族がいるの。」と、「親戚

を数えてみてよ。」と言うと、２０人、２０人ぐらいと。４０人ぐら

いいると。「ああそう、４０人の中には一人や二人は障害のある人が
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いるので、そのぐらいの数になるので、我が家にはいなくても結婚相

手の家にいる可能性は高いのだよ。」という話をするのですけども。

そうすると現実的になってくるのですけども、このくらい現実なのだ

ということをベースにして、異文化とか違うというのは、やっぱり一

緒という、ともに生きるという捉え方がやっぱりポイントになってく

るのじゃないかな。私はそう思っております。 

○渡部市長 意見交換はまだしたいところなのですが、そろそろ時間も

あれなので、教育長のほうで何かご発言あれば、お願いします。 

○森教育長 時間は余りないので、簡単にお話をさせていただきたいと

思いますけど。私、新規採用で教員になったの約４０年前なのですが、

そのときに最初に担当したのが、当時、身障学級、今で言う特別支援

学級の担任をしたのですね。当時の子どもたちは、よく大西課長なん

かには話するのですけど、子どもたちの障害が非常に重くて、今で言

うと特別支援学校に通っている子たちのような障害をもっている子が

半数以上いた学級だったのですね。 

私たち担任は、子どもたちのためにどういうことがいいのだろうと

いうことを一生懸命考えた中で、運動会とか修学旅行とか、学習活動

ですといろいろな面で支障が出る場合がありますので、そういうとこ

ろであれば一緒にできるであろうということで、通常学級の先生方に

もお願いをして、できるだけ参加をするようにということで、努力し

ていたわけです。修学旅行については私もついて行きましたので、そ

れなりに一緒に行動ができたということなのですが、運動会に関して

は、当時、４０年前は、まだまだ理解がなくて、あの子たちが入ると、

うちのクラスが負けてしまうと。クラス同士の対抗でやっていますの

で、そういう発想が大多数でしたね。ですから、勝負に関係のないダ

ンスだとか、そういうものだけでもいいから出してくれということで

お願いをして参加させてもらっていたのですが、そういう意味でも、

当時は本当に理解が不足していた時代なのだなというふうに思ってい

ます。 

  最近は、インクルーシブということが当たり前にもなってきたよう

な、意識の上ではなってきたような時代ですけども、当時も担任の先

生方はインクルーシブということは盛んにおっしゃっていたのですけ

ど、一般的にはなかなか受け入れられない状況があったということで

すね。 
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  こうやって４０年たってみて、東京都のほうも、文部科学省のほう

も、先ほど櫻井委員のほうから、教育のほうが一番おくれているのだ

というようなお話がありましたけど、最近は文部科学省のほうもその

辺のところに大分力を入れてくれていますし、それにあわせて東京都

のほうも、大分その辺のことを変えてきているということで、私たち

のほうも変えていかなくちゃいけない部分というのはたくさんあるだ

ろうなと思うのですけど。施設面もさることながら、心の障壁をいか

になくしていくかということが大事になってくるだろうと。櫻井委員

がお見えになったときに、時間が余りなかったので短時間でお話をさ

せていただいたときに、インクルーシブ教育についてどう思われます

かみたいな話をしたときに、櫻井委員さんからは、最終的に心の障壁

をなくすことじゃないですかね、というお話をいただいた。違います

よ、ということであれば、後ほどまたご指導いただければと思います

けどね。 

  先ほどの小関先生のほうからも、そういう理解というものの啓発と

いう段階で、今、とまっちゃっているのだということですから、それ

をもっと現実的なものに、具体的なものに変えていかなくちゃいけな

いというようなお話もありました。そういうことを全て踏まえますと、

少しずつでもいいから確実に、そういったものを進めていくというこ

とが必要ではないかと。特に、体験を通して子どもたちが感じとるこ

とができるような、学習内容を含めて進めていくということが、今後

大事になってくるのだろうなというふうに、皆さんのお話を伺ってい

て感じたところでございます。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。また、この問題は非常に重要なテ

ーマかなと思います。私は、直接教育現場にかかわっている人間では

ありませんが、非常に危惧するのは、発達障害のお子さん、あるいは

外国籍の児童・生徒のお子さんが、学校になじめず不登校になってし

まうというケースが結構多いということをお聞きしていて、その後、

結局ひきこもりになってしまったり、あるいは、ドロップアウトして

アウトサイダー的な反社会的な行為を繰り返すような大人になってし

まうというケースも、これまでよく指摘があったわけです。それは、

広い意味でいうと社会的な大きな損失ということになるので、やはり

何とか、今、教育長からインクルーシブというお話がありました。こ
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れは教育現場だけではなくて、社会全体がそれぞれの違いを認め合う。

なかなか異なる方を認めるというのは、口で言うほど易しくは実はな

いなというのはあるのですけども、そういう地域社会をどうやってつ

くっていくか、学校現場、それは当然、ほかの健常かつ普通の日本人

の児童・生徒、また、他の保護者の方々の理解というのがかなり重要

になってきますので、その辺の啓発を、やはり繰り返しになりますが、

学校現場だけにお任せするのではなくて、市を挙げて、できるだけ障

害者理解、あるいは外国人理解を進められるように、私も努めてまい

りたいなというふうに思っておりますので、この問題は引き続き、ま

た来年度以降も気がつかれた点があればご指摘をいただいて、少しず

つでも改善を図って、多様性のあるダイバーシティなまちづくりが少

しでも進められるようにしたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  それでは、次に報告事項として、児童クラブの学校施設利用につい

て、児童課のほうからご報告がございますので、お聞き取りをお願い

したいと思います。児童課長。 

○児童課長 児童課の半井です。私からは、児童クラブの学校施設を活

用した整備の検討状況につきましてご報告させていただきます。 

  ８月の第２回会議でご報告いたしました学校施設調査をもとに、今

年度、学校施設の活用に向けた検討を進めてまいりました。現在、具

体的な整備について、回田小学校、大岱小学校、秋津小学校、北山小

学校の４校につきまして、学校、そして教育委員会のご理解とご協力

をいただき、２０２０年の４月に開設できるよう、準備を進めている

ところでございます。 

  予定している学校施設内の児童クラブの設置場所につきましては、

全て１階で、普通教室や特別活動室を活用させていただく予定であり

ます。受入人数でございますが、各校とも３０人から４０人程度の受

け入れになるのではないかと想定しているところでございます。 

  次に、整備内容でございますが、お借りする教室に対して児童クラ

ブとして活用できるよう、また、学校の授業に支障のないよう配慮す

るための仕切りやエアコンの設置などの改修を予定しているほか、今

回の整備によって移動となる教室の機能をほかの場所へ移すための整

備などを予定しております。 

  ８月のご報告では、富士見児童館の育成室の対応のため、八坂小学
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校への児童クラブ整備を検討しておりましたが、こちらは現在、同一

学区域内にある栄町児童館第１、第２育成室に若干の空きがあること

や、今後の児童数の推計から、現状と同程度の児童数となるものと予

測されることから、当面は栄町児童館育成室も含め、児童の受け入れ

を行い、児童数の推移を見て、改めて対応を検討させていただきたい

と考えております。 

今後も、整備をする場合には、既存の施設の活用という考えの、東

村山市公共施設等総合管理計画に基づき進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  児童課からは以上であります。 

○渡部市長 ありがとうございます。教育委員会、各学校のご理解いた

だきまして、児童クラブについても、非常に待機児が増大しているわ

けでございまして、ただ、なかなか新たに建屋を建ててということが、

現実的には学校敷地内では難しくなっているので、既存の学校施設の

利用を検討させていただいたわけですが、各学校との受け入れを了解

をいただけたということで、私からも教育委員会に感謝を申し上げた

いと思います。 

  それでは、最後にその他、事務連絡等ございましたら、事務局より

お願いいたします。 

○事務局 最後に、事務局より１点ご説明します。資料４をごらんくだ

さい。 

  平成３１年度東村山市総合教育会議年間スケジュール（案）という

ことで、こちらの案につきましては、基本的には平成３０年度、今年

度と同様に、４回の開催案で示しておりますが、会議の回数につきま

しては、新年度の第１回の総合教育会議までに、教育委員の皆様の中

から諸課題の選定等にご意見をいただきまして、新年度の第１回の会

議の中で、決定していただければと存じます。 

  なお、新年度第１回の総合教育会議につきましては、平成３１年５

月８日水曜日に開催を予定しております。 

  事務局からの連絡は以上でございます。 

○渡部市長 ということで、来年度につきましては、また４回、第１回

目は、予定では５月８日の水曜日に開催をさせていただくということ

になりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  ほかに、特に委員各位からなければ、これで終了させていただきた
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いと思いますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、以上をもちまして、平成３０年度第４回東村山市総合教

育会議を閉会といたします。きょうは、大変ありがとうございました。 

午前１０時２０分 閉会 

 




