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○開催内容 

平成２５年２月２０日（水）午後１時半、子育て総合支援センター「ころころの森」におきまして

「タウンミーティング」を開催しました。当日は、４５名の方にご参加いただき、ご意見をうかがい

ました。また、事前に「ころころの森」内で市長に聞きたいことについて募集したご意見やご質問を

『壁面ツイッター』というかたちで掲示し、同感する意見にシールを貼ってもらい、多くの共感を得

たご意見やご質問を中心に対話が行なわれました。 

 

●会場アンケート結果（住所地・年齢・性別について） 

アンケート用紙は会場入り口で配付し、うち１９枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の年齢 ・ 住所地 

 

 

 

 

 

 

・性別 

 

 

 

 

○開催情報 

●対 象 市民の方（在勤・在学の方含む） 

●申込み 申込みは丌要です。当日、直接会場にお越しください。 

  （手話通訳・要約筆記が必要な方は、開催日の１週間前までに 

ＦＡＸまたは電話またはＥメールにてご連絡ください） 

   連絡先：東村山市役所 市民協働課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

Ｅメール/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

開催日 会場 時間 

平成２５年４ 月２ ０ 日（土）  多摩湖ふれあいセンター  午前１０時～正午  

平成２５ 年５ 月２ ５ 日（ 土）  美住リサイクルショップ  午前 １０ 時～ 正午  

２０代 ４人 

３０代 １１人 

４０代 ４人 

合計 １９人 

本町 １人 

秋津町 １人 

青葉町 ３人 

恩多町 ４人 

萩山町 １人 

栄町 ２人 

廻田町 ３人 

野口町 ２人 

未記入 ２人 

合計 １９人 

男性 １人 

女性 １８人 

合計 １９人 
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タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

 

【市長あいさつ】 

 

皆さん、こんにちは。東村山市長の渡部尚でございます。本日は大勢の方々にお集まりいただきま

して、ありがとうございます。子どもさんを交えてのタウンミーティングなので、私も楽しみながら

参加させていただいております。実は、この市民の皆さんと私の対話集会、通称タウンミーティング

というのは今日で通算６４回目になります。毎月だいたい土曜日の午前中に市内のどこかでやらせて

いただいているのですが、参加される方がそれぞれの地域の６０代後半～７０代ぐらいの方が中心で、

皆さんのような年代の方々にはほとんどご参加いただけません。「東村山市って６０代、７０代だけで

成り立っているまちなのかな」と思ってしまうぐらい年齢に偏りがあるので、出来れば幅広くいろい

ろな年代の方、特に直接市まで出向いてご意見いただくのは大変な子育て中の皆さんのご意見を聞か

せていただきたいということを以前から考えていまして、今回たまたま「ころころの森」を運営して

いる皆さんや、子育て支援団体連絡会の皆さんからお話をいただいて、今日に至ったところでござい

ます。限られた時間ですけれども、率直にいろいろなご意見をいただきたいと思います。 

東村山市は比較的高齢者の多いまちで、多摩地区でも高齢化率が高いほうのまちですが、逆に意外

と未就学のお子さんの比率も高いまちでもあって、ご高齢の方にも子ども達にも住みよいまちをつく

っていくということが今、私たちにとって一番大切なことだと考えています。これまで子ども達には

なかなか行政の支援が行き届かなかった面があるので、私は今「子育てするなら東村山」という大そ

れたテーマを抱えながら、尐しずついろいろな団体の皆さんや市民の皆さんと「ころころの森」を開

設させていただいたり、保育園を増設したりしながら、尐しでも子育てしやすいまち、また子ども達

が「このまちで生まれ育って良かったな」と思えるようなまちを目指して頑張っているところであり

ます。まだまだ十分でないところもあるので、今日お母さん方からいろいろご意見をいただいて、改

善するところは改善していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日、司会をお務

めいただく H さん、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【会場でのご意見】 

◆児童館について 

壁面ツイッターの意見 

◎ 司会◎ 

他市に比べると東村山市って子育て支援がけっこう充実していて、児童館もあるし、ころころの森

もあるし、子育て広場もあるという中で、お母さん達がそこを同じように使っていらっしゃるんだと

思います。ただ、「児童館に行くとちょっところころの森と違う」という違和感を抱いている人が多い

ようなんですが、児童館というのはそもそもどういったことを市民にサービスする場所だと市長さん

はお考えになっているのでしょうか？それと、未就園児に対して児童館がどのような役割を担うべき

と思っていらっしゃいますか？ 

 

◎ 市長 ◎ 

堅い話をすると児童館というのは児童福祉法という法律に基づいて出来ている施設で、実は対象に

なるお子さんの年齢の幅がものすごく広いのです。０歳～１８歳までのお子さんを対象にするという

のが建前になっているのですが、「そんなに広い子ども達を対象にして、事業が出来るのか」と言われ

ると、実際にはなかなか難しいのです。おおよその感じとしてはころころの森や子育て広場というの

はいわゆる乳児・幼児と言われるような０歳、１歳、２歳ぐらいのお子さんを考えていまして、出来

れば児童館というのはそれ以上の対象、そうは言っても幼稚園や保育園に入る前の２歳児・３歳児、

また４歳児・５歳児と、小学生でも１年生と６年生ではかなり体力差があるので、その辺の的の絞り

方がなかなかしきれていなくて、だらーっとした印象が薄い施設になっているのかなというところが

あると思います。この間、ころころの森や新しく出来ている子育て広場については充実を図るという

ことで、それなりに予算を投じてきたのですが、児童館のほうはちょっと予算が疎かになってしまっ

ていて、よく言われるのは「おもちゃがいいのがない」とか「おもちゃが尐なくて一人の子が遊ぶと

順番を待っている間に何をしたらいいのか」という声はいただいています。 

あと児童館の場合は基本的には児童クラブと併設になっていて、児童館全体をみている職員という

のは実は『児童館長』という係長職の職員ともう一人しかいないのです。なので、二人で児童館をみ

ていて、児童クラブの職員は基本的にクラブのほうをみるということになっていますので、今後、人

的な体制もどうしていくのか考えないと、地域に根ざしたイベントや子ども達に自由に来てもらって

遊びを伝えたりというのがなかなか難しいところがあるかなと思っています。 

 

◎ 司会◎ 

他のいろいろなこともそうなんですけど、児童館のことを考えた場合に、市も現状を知って「じゃ

あどうすればいいのか」ということを考えて、やはり私たちも考えるということがとても大事だと思

います。大きな視点で考えながら質問などをしてもらえると嬉しいなと思いますが、児童館について

会場のほうから何かご意見とかご質問はありますか？ 

 児童館のおもちゃの整備が足りない。 

 施設は立派なのに、企画イベントが尐ない。 
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本町児童館の近くに住んでいるが、電車のおもちゃの線路をつなぐパーツがないままずっと

置きっ放しで、おもちゃとして機能していないのが現状。富士見児童館にも行くが、やはり

おもちゃが尐ないと思う。一番は壊れているものや足りないものを直して、子ども達が使う

時にいい状態にして欲しい。あと、ころころの森までは求められないと思うが、数を整えて

欲しい。そういったことはすぐに対応してもらえるか？        （栄町 B さん） 

子どもが３人いる。乳児・幼児・小学生という時期があり、児童館に行くと年齢によって

遊ぶ場所が違うので、親が全ての子どもにつけない状態。でも児童館では「お子さんから

目を離さないでください」というのが基本なので、児童館で遊ぶことが出来ないのが現状

だった。確かに年齢によって遊ぶものが違ったり、安全面で守らないといけないと思うが、

そういう親がけっこう多い。今後何か対策があれば嬉しい。    （恩多町 K さん） 

◎ 市長 ◎ 

児童館の備品のおもちゃがけっこう足りていないというのは先ほど申し上げたとおりで、利用され

ている市民の方から直接的にも間接的にもそういうご指摘はいただいています。例えば電車のおもち

ゃの部品が１つなくてもそれが単品で補充出来なくて、結局また同じセットを買いなおしたりしなけ

ればいけないというのもあって、そのままになっているものもあります。最終的にはやはりお金の問

題があるので、その辺は今後考えていく必要があるのかなと思っています。あと、市民の方から提案

を受けるのは「うちは子どもが学校に入って子育てが一段落して、未就学の時期に遊んでいたおもち

ゃはもう使わないので、もし足りていなければ市に寄付するから使ってもらえないか」というような

話をいただくこともあります。先ほど申し上げたようにけっこう年齢の幅が広いので、そういうこと

も含めてどこら辺をターゲットにしながら児童館の備品というかおもちゃを充実させていったらいい

のか、検討させていただきたいと思っています。現場の職員も非常に尐ない予算の中でやりくりしな

がら足りなくなったり壊れたおもちゃについて補充したりはしているのですが、なかなか数が足りて

いなくてご迷惑かけていますけれども、これから考えていく必要があるのだろうと思ってます。ただ、

乳幼児のおもちゃと比べると段々年齢が上がってくるお子さん向けのおもちゃというのは、使い方も

あるのだろうと思うのですけれども壊れる頻度が高いらしくて、そこが非常に悩ましいところかなと

思います。いずれにしても今申し上げたように、もし寄付いただけるのであれば使い終わったおもち

ゃを市のほうでいただいて、そういったものをまた使っていただくようなこともこれから考えたいと

思っています。 

◎ 市長 ◎ 

確かに自治体によっては職員ではなかったりするのですけれども、児童館にプレイリーダーみたい

な方がいて、乳幼児は別としても一人でかなり動けるような幼稚園の年長さんだとか小学生ぐらいの

お子さんの安全をみながら遊ばせるようなことをやっているところもあります。ただ、当然人を雇わ

なければいけないのでその分お金がかかるのも事実です。今朝の新聞で千代田区が全部ではないので

すけど公園にもプレイリーダーを配置して、出来るだけ子供の安全を見ながらボール遊びをさせたり

というようなことをやるという記事が出ていました。本来そこまで手当てが出来ればいいのかなと思

うのですが、当市の場合なかなかそこまですぐには手を回せないと思うのですけれども、端的に言う

と児童館も職員二人で運営をやっている状況があるので、何かここは尐し考えていく必要はあるのだ

ろうなと思っています。そういう中で、ころころの森みたく手厚くはなかなか出来ないけれども、気
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軽に来てもう尐し自由に遊べる環境がつくれないか。あるいはそこに市民の皆さんのボランティアの

ご協力をいただけないのか。そういうこともまた皆さん達と話をさせていただきたいと思います。毎

日ではなくても例えば月１回とか週１回でもそういうことが出来ると、児童館の役割や機能もまた増

してくるのかなと思います。 

 

◎ 司会◎ 

ころころの森ではボランティア組織があったり、ころころの森の運営をちゃんとやっているかとい

うことをお母さん達が話す場所があって、アンケートを取ったり、評議委員みたいな仕組みがあるん

ですが、そういうのは児童館にはないのでしょうか？ 

 

◎ 市長 ◎ 

ないんですね。児童館というか子育て関係でいうと、今『エリア構想』ということで「地域の方々

にもご協力・ご参加いただきながら、地域全体で子育てしやすい環境をつくろう」というような取り

組みをし始めています。ただ、市内でも温度差があったり、キーになる市民の方がいる地域といない

地域があって、まだ全市的に出来ているわけではないのですが、秋津町・青葉町地域の北部エリアは

尐しずつ地域の方々にご協力いただいて、もう５年以上年に１回イベントをやっていただいています。

また、エリアではないのですが美住町でも単独でイベントをやっていただいたり、萩山町でも地域の

福祉協力員の年配の方々に月１回子育て広場のようなものを公民館で開いていただいたり、そういう

活動は尐しずつ始まっています。これからは市のほうもそういうところにもう尐し力を入れて、ご協

力いただける市民の皆さんを掘り起こしていければと考えています。例えば家庭に入られて子育てを

していて「子どもが学校に入ったら尐しパートはするけど、多尐空いている時間は地域のもっと若い

これから子育てに入る方を支援してもいいよ」という方々がいらっしゃれば、そういう方々にぜひお

手伝いしていただけるような枠組みをこれから考えていければ、児童館や公民館を活用したもっと身

近なところでお母さん同士の交流が出来たり、子ども達同士が遊んだり出来る空間がつくれるのでは

ないかなというふうには考えています。 
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◆市内の公園について 

壁面ツイッターの意見 

◎ 司会◎ 

子どもが小さいうちは室内でいいんですが、歩けるようになって「外遊びがやりたいな」と思った

時に、市内の公園に行ってみると安全性とか楽しいみたいなところでは「丌十分だな」「充実していな

いな」というのは市民も感じているし、市役所でも職員の皆さん感じているところだと思いますが、

市内の公園について市長さんはどうお考えでしょうか？ 

 

◎ 市長 ◎ 

今、市で管理している公園が、市内全部合わせると１５０箇所ぐらいあります。東京都で設置して

いただいている中央公園のように比較的大きな公園があったり、児童向けではないですけれども市が

管理しているものでも比較的大きくてそれなりに駆け回ったりしても大丈夫な運動公園がある反面、

かなり小さな児童遊園やなかよし広場が多いのが東村山の特徴かなと思っています。一定面積以上の

宅地開発があると事業者に対して「一定程度の公園をつくって市に寄付しなさい」という決まりがあ

って、児童遊園やなかよし広場のかなりの部分はいただいたものなのですが、こんな小さいところじ

ゃ本当に小さい子ならいざしらず、歩けるような子どもでも遊べないだろうと思われるような公園も

いっぱいあって、比較的活用されている公園と、公園とは名ばかりで小さくてほとんど活用されてい

ない公園があるのは事実です。それから実は地域的なバランスでいってもあまり公園がない地域があ

ったり、公園に関していうと非常に課題が多い状態かなと思っています。 

市のほうもここでようやく公園に関しての条例をきちんと定めて、今後公園については活用の指針

をたてて、これも我々行政職員だけではなかなか手が回らないので市民の皆さんのご協力をいただい

て地域の皆さん全体で公園を守り育てていくというような機運を高めていきたいと考えています。た

またま司会をお務めの H さんにも関わっていただいていますが、久米川町にある熊野公園については

H さんのように子育ての方向から関わる方と、あと市内に建築設計専門家の集団の方々がいらして、

その方たちが「どこか公園の再生整備をプランニングしたい」ということでご協力いただいているの

ですが、市民の方と専門家の方、それから地域の自治会の方や子ども達も参加いただいて、尐しずつ

ですけれども公園の再生に向けて今取り組みをしていただいていまして、ようやく来年、池の改築の

予算を取らせていただきました。今後プレイリーダーみたいな存在を置いていくにはどうしたらいい

のか、市もあまりお金がない中ですけど、どれぐらいだったらどういうことが出来るのか。あるいは

地域の市民の皆さんにどういうご協力がいただけるのか、そういうことを尐し念頭において今後モデ

ルケースを考える必要がそろそろ出てきているかなと考えています。 

 

  

 公園を整備して欲しい。 

 ボール投げができる公園をつくって欲しい。 

 冒険遊び場が欲しい。 
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小さい子ども達はある程度遊べると思うが、市内の公園で小学生が思いっきり体を使って、

遊びを発展させながら遊んでいくような場所がないと感じている。児童館だと小学生が皆ゲ

ームをしていて、せっかく友達と関われる場所なのにすごくもったいないなと悲しくなるが、

実際に周りをみると小学生が力を発揮しながら遊べる場所がないのが現状で、まずボール遊

びは出来ない。「何々してはいけない」というような禁止事項が公園の中にあるから難しいの

かなと思っている。小金井公園だと小学生が楽しんで遊べるような遊具があるので、小さい

子よりも小学生がターゲットになるような遊び場をぜひ充実させて欲しい。その辺をどのよ

うにお考えか。                        （栄町 B さん） 

◎ 司会◎ 

公園について何か会場のほうから質問がありますか？ 

◎ 市長 ◎ 

スペースの問題として、市内の公園で子ども達が駆け回ったりちょっとしたボール遊びが出来るぐ

らいのスペースがある公園が非常に尐ないということがあろうかと思います。どうしても今、市の公

園は混在型で小学生あるいは幼児・乳児のお子さんも一緒に公園で遊んだりしているので、危険防止

や全体に狭いのでボール遊びをすると隣接する住宅の方から苦情が入ったりするので、公園でのボー

ル遊びというのは基本的に禁止させていただいているのが現状です。新聞に出ていた情報ですと、千

代田区も都心のど真ん中なので区立公園というのはそれほど大きくないらしくて、今までボール遊び

は基本的に禁止になっていたそうなのですが、先ほど申し上げたように公園にプレイリーダーのよう

な方を配置して、その時はボール遊びが出来るようにするということが今朝の新聞に出ていました。

今後、全ての公園に対してというのはなかなか難しいと思うのですが、一定の広さがある公園で、平

日の場合は時間帯的に乳幼児が遊びに来る時間と小学生が遊ぶ時間が重なるというのはあまりないの

かなと思うので、その辺の安全をきちんと確保できるのかどうか、それから周辺の隣接する住民の皆

さんとの合意みたいなものを取れるか、その辺は公園によってはもう尐し緩和して、もっと自由に小

学生が遊べるようにしていく必要はあるのではないかと思っています。今、具体的に「ここの公園を

ターゲットにこういうことをやっていきます」ということはなんとも申し上げられませんが、市内で

も探せばそういうことが出来そうな公園が全くないわけではないと思うので、まず安全の管理や近隣

とトラブルにならないようにするにはどういう方策が必要なのかということを公園ごとにルールをつ

くっていくという作業をしていく必要があるかなと考えています。平成２５年度には尐しそういうと

ころに踏み込めればいいなと考えています。 
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◆保育園について 

壁面ツイッターの意見 

◎ 司会◎ 

保育園について一番ご意見が多かったのは、待機児のことです。待機児がとても多いし、働きたい

けど働いていないと保育園に入れられないとか、保育園は自分の子どもに合ったところを選びたいと

いう意見もありました。保育園をどんどん建てて待機児０
ゼロ

にするというのがとても難しいことだとい

うのは私たちもわかっていることだと思いますが、その中でこれから市長さんが待機児に対してどう

やって改善をお考えになるのかということをお聞きしたいと思います。 

 

◎ 市長 ◎ 

待機児の解消というのはすごく大事な課題だというふうに思っていまして、この間だいぶ市としては

頑張ってきたつもりで、先ほど担当所管のほうからもらった資料をみましたら、実は私が市長になっ

てから子ども達の定員数としては４５２名増えています。でも待機児がなかなか尐なくならない、ま

た平成２４年度当初でようやく２００名をきるぐらいまできたのですが、それでもまだ２００名近い

お子さんが保育園に入れていないという状況なので、これを何とか早く解消していきたいと考えてい

ます。ただ、いわゆる認可園だけで全部をこなしきれるかというと、これはやはり財政的な問題もあ

ったりして、非常に厳しいところがあるのも事実です。２５年度について言うと認可保育園ではない

のですけれども、今度４月 1 日から廻田町の「むさしの幼稚園」さんで１歳児からの認定子ども園を

１００名定員で始めていただけるということになっています。それと昨年７月に開設した青葉町の「青

葉さくら保育園」も定員が当初７１名でスタートしているのですが、２５年度からは１００名で動か

すことが出来るので、状況としては昨年の４月 1 日よりは枠がかなり増えるかなというふうに思って

います。それとまだ完成時期が明確になっていませんが、多摩湖町と廻田町の間にある山の頂上に「東

大典保育園」というのがあるのですが、ここが小さな保育園で定員数が３０名なんですが、東大典さ

んも今の市の窮状を察していただいて、尐し土地を購入されて移転して定員枠を７０名まで増やして

いこうということで今取り組みをしていただいています。ですので、２５年度の状況をみて、さらに

もっと拡大する必要があるのかどうか考えていきたいというふうに思っています。あつかましいこと

を申し上げると、ぜひ育休をお取りいただけるとありがたいなというのが正直あって、皆さん育休を

取っていただけるようになってきたので、２５年４月はもしかすると０歳児については定員オーバー

しないでいけるかもしれないという状況なのですが、逆に育休明けの１歳児が今ものすごく待機児が

出てしまう状況になっているので、育休明けをどうして行くのかということに力を注いでいく必要が

あるかなと思っています。逆に４歳児５歳児になると各園かなり定員割れをしているという状況があ

って、今「東村山市立保育園のあり方検討会」というのを市のほうでいろいろな方に入っていただい

て議論していただいているのですが、市の公立保育園の役割としてはやはり待機児が多い年代のお子

さんをもう尐し集中的にお預かりするとか、あるいはかなり重い障害のある方を公立保育園でお預か

りさせていただくとか、例えば４歳児５歳児についてはいわゆる認可の保育園ではなくて認定子ども

園や幼稚園の延長保育を活用するとか、いろいろなチャンネルを使いながらトータルとして何とか待

 保育園に入れて働きたいけど、入れない。 

 待機児を減らして、行きたい園に入れるようにして欲しい。 
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駅前に住んでいて、４月から職場に復帰する関係で保育園に入れたかったが入れられず、

民間のほうに仕方なく入れる。働く女性のことを考えた保育園づくりをしてもらいたい。

そのうえでは駅の近くにつくってもらわないと、うちは車もないのでわざわざバスで預け

るわけにはいかない。お迎え時間も仕事が遅い関係で早く帰ってこなければいけないのに

遠くに預けると迎えに行けなかったりすることもあるので、そういうところを検討しても

らいたい。                         （本町 W さん） 

先ほどから市長さんのお話を聞いていて、いろいろな考えがあったり、児童館や公園、保

育園について「こうしたい」というのがあるんだなというのがわかったが、全部「こうし

ていきたい」とか「速やかに」「時間をかけて」といった言葉がつく。例えば横浜市だと

待機児童が全国でワースト１位だったのが、１年間で０
ゼロ

に近くなった。私は行政に時間を

区切ってやれというのは難しいんだなと思っていたが、出来ることなんだなと感じた。 

待機児童を１年で０
ゼロ

にしたという横浜について、市長さんはどうお思いか。横浜に出来て

東村山にはなぜ出来ないのか？                （廻田町 A さん） 

機児を出さないようなかたちにしたいというのが、今、我々の考えていることです。認可保育園を１

園開設すると、公立保育園ですとランニングコストが年間１億５千万円ぐらいかかってしまって、そ

のほとんどは人件費なのですけれども、非常に大変です。０歳児から５歳児まで全部フルセットで預

かって５歳児は定員割れしているような状況よりも、待機児がいっぱい出て一番困っている１歳児２

歳児のあたりを何とか尐し受け入れる枠を増やすにはどうしていったらいいのかというようなことに

尐し知恵を使っていく必要があるのではないかと考えています。 

◎ 司会◎ 

横浜は財政とかいうこともあると思うんですけど、その１つの対応として『保育コンシェルジュ』

といってお母さん一人ひとりに細かく聞いて「私は週３で預けたい」「だったらこっちがいいんじゃな

いか」とか「私は土日だけでいい」と言ったら「じゃあ保育園じゃないよね、こっちだよね」みたい

な細かいことをそのコンシェルジュがアドバイスしていったことで対策できたということもあるらし

いんですね。 

 

◎ 市長 ◎ 

私が伺っている話だとやはり１年でやれたわけではなくて、今の林市長の代で激減したのは確かな

のですが、前の中田市長の時代に保育園を１年の間に２０園ぐらい開設したりという取り組みを地道

にやってこられた成果があったのではないかと思います。以前ころころの森に横浜市で副市長を経験

され１年で１０園以上の保育園を建設された責任者の前田さんという方がお見えになって、お話を聞

かせていただいたことがあります。それにはやる気の問題もあるし、あとお金をどうやって調達する

かということ、それとやはり全部を認可保育園でカバーするというわけではなくて、全部のニーズが

フルタイムのお仕事をされていて朝から夜までというわけではありませんし、逆にフルタイムで朝早

くて夜も遅いし駅の近くでないと困るという方もいらっしゃるし、いろいろなニーズがあるので、い

ろいろな社会資源をうまく活用して、それぞれの方々に合ったような対応をしていくことが必要だと

思っています。そういう意味でまだまだ待機児が２００名近くいて大変ご迷惑かけていますけれども、

今年４月には尐なくとも１３０名ぐらいの定員数が増になるので、１３０名の待機児を減らすことは
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４月に復帰して保育園に入れるだけでもありがたいと思うし、いろいろ待機児のこととか

努力しているのはよくわかったが、第六保育園しか８時まで預かってもらえない。他の園

は７時でお迎えが間に合わない日が絶対的に多い中、第六保育園以外の園でも８時まで預

かってもらえる園が増えるような検討はしているか？また、そういう要望が他の方からも

出ているか？                        （久米川町 I さん） 

出来ると思っています。それと地域的なミスマッチは当然出てくるのですけれども、今、多摩湖町は

保育園が東大典保育園の１園で３０名の枠しかないのが２５年度中に７０名になればそこで４０名は

吸収出来たりということがあるので、我々も手をこまねいているわけではなくて一生懸命やっている

つもりです。そういう意味では数的にはだいぶ減らすことが出来るかなという感じですが、なかなか

まだ足りていないのが現状なので、今年の状況をみながらまた来年度以降、認可保育園を増設してい

くのかあるいは他の手立てを講じて何とかやっていけるのかということを考えたいと思っています。

あと青葉町の花さき保育園が多磨全生園に移転されて、今あの跡地が空き状態になっているのですが、

そこについても何とか４月 1 日には定期利用保育園を開設いただけるようにやっているところなので、

そちらでも尐し受け入れが出来るかなと考えています。 

◎ 市長 ◎ 

いわゆる１３時間保育に関して今、市内では第六保育園しかやっておりません。始めた当初、我々

としてはかなり意気込んで始めたのですが、最初の立ち上がりは周知があまりうまくいってなかった

せいもあって、あまり利用される方が多くなかったのですが、急にここ１、２年ぐらいの間にニーズ

がかなり高まってきています。今後１３時間保育についてどうするか、増園するかどうかというのは

方向性がまだ明確に出されていなくて、今の段階では市としてまず課題であるのが総体としての待機

児童の問題もあるのですが、当市はまだ病児病後児保育が出来ていないので、今年はそこをまず整理

したいということで一応予算計上して、何月からというのは明確には申し上げられないのですが、２

５年度中には多摩北部医療センターの中に開設出来るように今、病院側と話をしている最中です。今

度２７年度から「子ども・子育て新システム」が始まりまして、これはかなり大きな法制度の改正に

なります。全国の自治体に「子ども・子育て会議」というのをつくってニーズ調査をやって、どうい

う子育てに関するニーズがどれだけあるのかというのをもう一度把握しなおして、それに併せて今後

例えば「５年後、１０年後はこうなるからこのぐらいの施設が必要だ」とか「こういうサービスメニ

ューが必要だ」というのをもう一度出していかなければいけないことになっています。１３時間保育

について「やる」とか「やらない」というのは今の段階では申し上げられないのですが、そういった

経過を踏まえてやらなければいけないということになればどこかの保育園で検討することになります

ので、１３時間の場合は W さんがおっしゃったように出来るだけ駅に近いようなところでやる必要が

あるのだろうとは思います。そういうことの検討を２５年度からやっていきたいなと思っています。 
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今、４０人学級の「中１ギャップ」対策ということで、東京都では３５人学級でいいという

ことになっており、例えば１２０人の場合に通常だったら３クラスのところを４クラスにして

いいことになっている。その場合２年生に上がった時に人数が変わらなければ、まず担任の先

生が一人減る。規模によってはクラス数が減るということでもう一人先生が減り、１２０人あ

るいは２４０人というような４０の倍数の場合に、生徒が一人も減らないで先生が一人か二人

減るという状況が出来てしまう。２年生にあがったら子どもがもっと落ち着くのかというとそ

うではないが、子どもが通っている六中でも今そういう問題が出ている。新指導要領の導入や、

発達障害や多尐障害などがあってサポートが必要なお子さんが通常学級にいる場合に、先生が

二人減るという状況は学校にとっても痛手であって、大規模校よりも適当に小規模校で丌利な

状況が出来てしまう。新聞に全学年３５人学級は断念したという記事が出ていた。なので東京

都のほうにもあまり期待は出来ないので、いつも人数が増えるのか減るのかということで先生

達があたふたする状況がないようなフォローアップのシステムを各自治体で考えていかない

といけないと思う。現在、市長がやっている政策で「教員サポーター」の方が市内に１６人い

るということで尐しずつ増やしていくという話になっているが、まずそこの部分を早急にして

欲しいというのが１つと、それ以外でどのようなフォローアップが出来るかということを考え

て欲しい。                           （青葉町 I さん） 

◆中学校の４０人学級について 

◎ 市長 ◎ 

学校の先生以外の方の支援体制ということで、どうしていくかということだと思います。２３区も

含めて都内の区市町村で独自に教員を雇ってティーム・ティーチング（複数の教師による指導法）の

ような体制にしたり、尐人数学級をやっているところというのは今のところ杉並区以外はないのです。

これはやはり財源的な問題が１つと、市で先生を雇ってしまうと市内でしか異動が出来ないというよ

うな問題もあって、教育委員会サイドとしては非常に丌安があるということがあります。市としても

市で直接雇用して教育支援をするということについては今の段階では計画はありません。ただ I さんが

ご指摘になられたように、何らかの支援が必要なお子さんが増えているのは事実なので、出来るだけ

教員サポーターを増員して、しっかり個々に応じた指導や、まず全体の授業が成り立つような体制を

取っていきたいと考えています。今、段階的に教員サポーターを増やしていまして、平成２５年度は

１８名の体制で進めていく予定にしています。実は学校によって教員サポーターさんの使い方がまち

まちというか、校長先生のお考えによっては特定のお子さんにぴったり張り付けている場合もあれば、

複数のお子さんを見ながら担任の先生あるいは教科担任の先生と連携していわば TT（ティーム・ティ

ーチング）のようなかたちになって動いていらっしゃる方もいたりして、それはもうケースバイケー

スなので市のほうから「こういうふうにしてくれ」というのはなかなか言えないのですけれども、ま

ずは出来るだけ個々の支援と全体がうまく回っていくようなかたちにする必要があるのかなと考えて

います。私も実態をそれほどつぶさに把握していないので、もう尐し状況を把握しながら教員サポー

ターさんの活用のあり方については学校にお任せする部分とベーシックに「こういうことを各学校で

はやらせるようにしてください」という一定の活用のルールのようなものは考えておく必要はあるの

かなというふうにお話を聞いていて思いました。  
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前年度、市内の公立中学校で１３０名以上の丌登校生徒がいた。恐らくその子ども達の大半

は学校に対して丌信感を持っていて、中にはもう学校を見たくないという子どももいると聞い

ている。現在、丌登校生徒などを対象にした適応支援教室が各自治体で開設しており、中学校

の場合、三中と四中に通級学級があり、あとは大岱小学校の中に入っているが、丌登校の生徒

が学校に戻るということを目的にしているのであれば、なぜそういう教室を学校に併設して置

いているのか理解できない。他の市町村と同じような教育センターなりを他のところに開設し

て欲しい。市教委のほうでは丌登校と発達障害というのは別問題として捉えているように思う

が、発達障害は診断名であって状態ではない。丌登校に関しては状態像を示している言葉なの

で、同じようにカウンセラーが必要になってくるような子ども達なので、カウンセラーの人員

や、ハード面に関しても市のほうでお金がないということであっても、どうにかそこのシステ

ムを考えて欲しい。例えば五中や六中の子ども達はあの制服で四中の教室には行けない。制服

が違うと子ども達は行かれない。そういう面も考えてもらって、そのような設備なりを考案し

て欲しい。あと、出来たら校長先生も含めて先生達の研修なり最低ラインのガイドライン等を

学校でつくってもらって、子ども達に対応して欲しい。中学校では多様な子ども達だが、学校

の対応では最低ラインが出来ていないと感じている。そこのところの先生達の教育なり、ガイ

ドラインのことも考えて欲しい。             （青葉町 I さん） 

◆丌登校生徒への対応について 

◎ 市長 ◎ 

カウンセラーの関係は私もまだ正確には把握していないのですが、都教委が市内の小中学校１校に

必ず１名配置するように予算要求しているという話は昨年の暮れに聞いてはいたのですが、それが正

式に予算がついたのかどうかまだ確認しておりません。もしそれが実現して東京都のお金で各学校に

カウンセラーの方を派遣していただけるようになると、もう尐し相談の時間が取れたり、相談件数を

増やすことが出来るのかなと期待しています。そこはこれからも東京都にお願いしていきたいと思い

ます。それからいわゆる発達障害の関係については、市のほうでは昨年度から専門家のチームを形成

して各学校を回っていただいて、その子に一番あった専門家に指導・助言をしてもらうような体制を

取り始めています。ただ「時間数が足らないのではないか」等いくつか課題があって、これも最終的

にはお金の話になりますが、専門家の方に頻繁に来てもらうにはお金もかかるので、平成２５年度は

若干時間を増やせるように予算を組んでいると思います。その状況をみて発達支援の専門家の方が各

学校との連携を取り始めていますので、専門家の方から言わせると「学校によって温度差がある」と

いうご指摘もあるので、I さんがおっしゃるように同じベースをきちんとつくれるように出来るだけ研

修等の回数も増やして、校長先生から担任の先生まで先生方が同じような認識と発達障害児に対して

の支援の仕方について一定のスキルを身につけていただくように、市としても取り組んでいく必要が

あるのかなと考えています。それと全国的には丌登校は減ってきているのですけれども、残念ながら

当市は増えていて、そこは何が原因なのかもう尐し掘り下げていく必要があるのかなとは思っていま

す。ご指摘のとおり発達障害系の障害のあるお子さんが丌登校になりやすいと言われがちですが、必

ずしもイコールではないのもおっしゃるとおりだというふうに認識しています。１回丌登校になって

学校に復帰するというのはかなりハードルが高くて、丌登校になってしまってそのまま学齢を過ぎて
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義務教育を外れてしまうと市教委のほうも直接的な関わりがなくなってしまって、その後お子さんが

どうなっているのかというのが実は役所的には把握しきれていなくて、そのままいわゆる引きこもり

になっているケースも恐らくかなりあるのだろうと思います。これは社会全体からみるとかなり大き

な問題なので、丌登校からそのまま学校に戻れずに成人になってもずっと引きこもってしまうという

ような流れを何とかどこかで断ち切るにはどうしたらいいのか、私も明快なお答えは持っていません

けれども、そういう社会システムづくりをしていかないとこれから大変なことになるのではないかな

という気がします。端的に言って、通級学校を学校の中に置くのはおかしいのではないかと言われて

みれば「そのとおりかな」と思うのですが、正直なところ場所の確保等の問題が大きくて、１回学校

に行くのが嫌になってしまった子が違う学校に違う制服を着て行くというのは、言われてみれば確か

に酷な話かなと思います。すぐに「どうします」というのはちょっと答えられないのですが、大事な

ご指摘だと思ってどうするか考えたいと思います。 
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【まとめ】 

 

◎ 司会 ◎ 

本日のタウンミーティング、こういったかたちでは初めてやらせていただいたと思うのですが、  

いかがでしたでしょうか？ 

 

◎ 市長 ◎ 

本日はお子さんの泣き声が聞こえたり遊んでいる歓声が聞こえたり、私にとってはある意味すごく

新鮮な環境でやらせていただいたように思います。本日は子育て真っ最中のお母さん方の生のご意見

を聞けたので、大変参考になりました。市長への手紙などの活字ベースではけっこういろいろとご意

見いただくのですが、タウンミーティングに来られる方の主力はだいたい６０代、７０代で、子育て

でご苦労している今のお母さん方から直にお話を聞くというのは大変貴重だったし、重みも違うのか

なというふうに思っています。 

 

◎ 司会 ◎ 

私たちも直接、市長さんのお顔を見て言葉が聞けるというのはとても良かったと思います。 
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