
第１回「元気に育て子どもたち」
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《市長挨拶》
　皆さんこんばんは。本日はよくおいでいただきま
した。
　ここに書いてありますように、「いっしょに話そ
う、まちづくりフォーラム」の第１回目ということ
でございます。すでに御存知の方もいらっしゃると
思いますが、市長の野澤でございます。
　私の方から、先ず本日の進行の説明をさせていた
だきますが、最初に私からなぜこのようなフォーラ
ムを始めるようになったかというお話や、福生につ
いての現状について資料を参照しながら説明させ
ていただきます。それからは残り１００分くらいあ
ると思いますが、コーディネーターの方にすべてお
任せして、何を話してもいいことになっております
ので、進めていただくことになっております。
　さて、それではこのフォーラムを開催するに至っ
た理由ですが、昨年の４月に地方分権一括法という
ものが施行され、すでに動き始めているわけですが、
これは簡単に言うと、これからは地方のまちづくり
を地方自治体が独自に考えてやっていくというこ
とで、今までは国や都が
決めていたことを市が下
請けのようにやっている
部分があったわけですが、
これからは国も都も市も
横一線に並んで役割分担
をしながらやっていくこ
とになったわけです。
　このことは市民にとっ
て二つの大きな影響が出
てきます。
　一つは、市民の皆さん
の生活の仕方に変化が出
てくるということで、例
えば介護保険という制度があ
の方で、こういう方はこのよ
くださいと、これを措置と呼
方で決められていたわけです
ーは幾つか分かれているので
どのサービスを受けるかを選
　これは自己選択、自己決定
うように言っておりますが、
最終的に自分で責任をとって
わったわけです。しかも契約
です。老人介護施設に入る場
の契約という形になるわけで
れからは市民の皆さんが自己
情報をきちんと持っていなく
なりますし、そういうことが

市民同士がお互いに教えあって、つまり互助精神を
市民の皆さんが基本的に持たないと、恐らくちゃん
とした生活が出来なくなると思います。また、学校
教育の分野では、義務教育でも学校をこれからは自
分たちが選べるということになってくるでしょう
し、様々な変化が市民生活の中で起きてくることが
予想されるわけです。
　そういう意味で、これからは市民の皆さんに情報
をきちんと持っていただかないと、社会から漏れて
くる人が出てきてしまうという心配があるという
ことが一つ、それとＩＴ革命などといわれています
が、コンピュータで様々な情報が取れるようになっ
てきましたが、それに不得手な人たち、操作できな
い人たちには、その方法では情報を得ることが出来
ないわけですから、そういう方が困らないように考
えなくてはいけない時代になってきているわけで
す。
　これは、市の方も同じことで、自己選択、自己決
定が生じてきます。今までは国が決めたことを全国
の自治体は同じようにやっていたわけです。これか

らはそうでなく、自分
たちの政策は自分たち
りますが、今までは市
うなサービスを受けて
んでいましたが、市の
が、これからはメニュ
すが、市民の皆さんが
ぶようになった。
あるいは自己責任とい
要するに自分で選んで
いくというように変
という形になったわけ
合も、その施設と個人
す。ということは、こ
決定するにあたって
てはならないことに
出来ない人については

で決めてやっていこう
ということになりまし
た。つまり、その市の
政策・施策は、その市
の市民が決めればいい
んだということでござ
います。この方向はこ
れからどんどん進むで
あろうと考えられます。
　従いまして、われわ
れ市民や職員が、どれ
だけ勉強して、どれだ

けいいことをしていくかを意志決定していくこと
が、その自治体の今後を全く変えてしまうというこ
とです。これからは、そのことをちゃんとやってい
る自治体とそうでない自治体の格差が生じてくる
わけです。
　そうなりますと、できるだく多くの市民の皆さん
にお互いに話し合いをしていただいたり、情報を共
有していただくと同時に、皆でもって市政に参画を
していただいて御意見をいただき、あるいは共同作
業で町をつくっていくということがどうしても必
要になってくるわけです。そんなことから、このよ
うなフォーラムを実施し、皆さんの御意見を聞きな
がら、いっしょにいいまちづくりをしていきたいと
いう願いが込められているということで、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。



　さて、それでは福生という町はどんな町なのかと
いうことですが、実は昨日から各市の首長さん方が
集まる会議が八丈島でありました。さっき帰ってき
たばかりなのですが、島の首長さん方が言うには、
ともかく島への行き来が大変だと言うんです。隣の
島へ行くにも直行便がなくて１回羽田へ行ってか
ら行く所もあるし、小笠原村などは便が非常に少な
いと…。それに比べて福生は便利ですよね、市内に
は、ＪＲの駅が５つあるんですよ。福生はそんな素
晴らしいところを持った町であるということを考
えながら、お配りした資料でもそのような部分を挙
げさせていただいております。
　見ていただければわかりますとおり、面積は狛江
市についで狭く、２６市の中で２５番目です。一方
で人口密度ですと９位で三鷹市と同じぐらいです。
財政状況は、ある意味ではいいので、公共施設など
はかなり整備されています。あとは予算的にみると
福祉や教育の分野の予算が、多くあることがわかり
ます。
　一番注意をしておいていただきたいのは、次のペ
ージの財政の欄ですが、市民一人当たりの歳出決算
額というのがありますが、２６市中、上から４番目
でありまして、それに対して市民一人当たりの税額
が２６市中２４位であるということ。これは、他か
らお金をもらってきて、市民サービスをしていると
いうことです。
　もう一つ注目をしていただきたいのは、税の徴収
率でして、要するに義務として果たしていただかな
ければいけない事への意識が少し低いということ
です。
　そういったことを考えていくと、都市基盤、生活
基盤というのは非常に良い状態で整備されてきて
いるが、市民の行動意識あるいは義務意識という面
では改善をする必要がある、というようなことが言
えると思います。
　それから、教育文化の所にありますが、不登校の
児童生徒数が多く、他の市と比べると高い状況があ
ります。
　生活保護率を見ると、ある意味ではそういう方た
ちにとって福生は生活がしやすいのか、２６市中４
位であり、近隣の羽村、青梅、あきる野市の保護世
帯の２倍以上であります。そのことと関連があるの
か、公営住宅の割合が高く、持ち家が低い。こうい
ったことがいろんな意味でそういったことに影響
してくるのかなと思いますが、いずれにいたしまし
ても、福生というところはそういうことで形作られ
てきていますので、ある意味では良い条件を持った
町であるといえるだろう。ただ、それでいいのかと
いうと、これからは質の問題をどうしていくかとか、
中身の問題をどうしていくかという時代に来てい
るのではないかと思います。
　そういう意味ではいろんな課題があるわけで、フ
ォーラムは５回行いますが、そのテーマごとにはい
ろんな方が一生懸命関わっていただいていますが、
今後は多くの人が横に連携し、共に育っていかない
といけないのではないかという危惧もありまして、
このようなフォーラムを実施した次第です。今日は

是非、片肘張らずに皆さんで気楽に話し合っていた
だきたいと思います。
　今日のコーディネーターをお願いしています方
を紹介させていただきます。東京学芸大学教授の長
谷川貞夫先生と、武陽ガス常務の山下真一さんです。
本日は、このお二人に進行をお願いしていきたいと
思います。

《長谷川》
　ご紹介に預かりました長谷川貞夫でございます。
東京学芸大学の化学の教授でありまして、東京学芸
大学というと教員養成の大学ですので、青少年問題
には詳しいだろうと勘違いされますけど、皆さんの
方がより詳しいのではないかと本日は勉強のつも
りで皆さんといっしょに考えていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

《山下》
　コーディネーター補佐の山下真一でございます。
市役所の前の武陽ガスの常務取締役をやっており
ます。よろしくお願いいたします。

《長谷川》
　今、私たちが席を立たないでお話をさせていただ
いたのには、それなりの理由がありまして、皆様と
同じ位置で、そしてこのような車座になって、気軽
に発言をしていただき、今回のテーマであります
「元気に育て子どもたち」を、もちろん福生の子ど
もたちのことをみんなで考えて行こうと思ってい
ます。
　最初に、話題提供者の高水清安さんと飯田忍さん
に話題提供をお願いいたしたいと思います。それで
は、青少年育成地区委員長会会長の高水さんから、
その立場からお話を伺いたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。

《高水》
　青少年育成地区委員会の委員として８年、会長と
して５年になります。日頃、地区活動の中で感じた
ことや介護について、お話したいと思います。
　皆様、ご存知ないかと思いますが、青少年育成地
区委員長会とは、福生市は町会と同じ自治会の組織
で、３５団体あるのですが青少年育成地区委員長会
は３３あります。
　その地区に委員長がいて、その会の会長をやって
いるものです。その中でどんな活動をしているかと
いいますと、今は、少子化で子どもさんが少ない…。
昔ですと、兄弟がいて、近所にも子どもがいて、空
き地があり、お兄さんやお姉さんがいたので、一緒
になって遊ぶことが出来ましたが、今は、社会的に
もそんなことは出来ないので、遊びをしたくても遊
べる状態ではない。野球ひとつ、サッカーにしても、
それはチームに入らないと出来ない。どこかで遊ぶ
にも相手がいない、場所がない。こういう状況です。
　地域というものは、いろいろな方が住んでいられ
ますので、そんな異世代のお父さんやお母さん、お
姉さんやお兄さんと一緒に、実体験をさせてあげる



活動をしています。
　毎年、５月の第３日曜日に、輝きフェスティバル、
１１月の第３日曜日に、軽スポーツととん汁会を実
施し、年２回ですがふれあいの場所を設けておりま
す。
　子ども達に、生きる力とか、決められたことでは
ない、実際に生きているのが人の社会なので、そん
な中で体験の場を、子ども達自体にいろいろなこと
を考えていただき、この会には、５００人ぐらいの
人に参加をしていただいています。その中で、社会
的なルールやゴミの問題などを考えたり体験する
わけです。
　秋のとん汁会では、参加者の方にどんぶりとお箸
を持ってきていただいています。自分達で食べる器
やお箸を持参しますと、自分で食べられる分だけよ
そりますから、残す物が少なくなる。そのため、圧
倒的にゴミが減りました。そして、自分で食べたも
のは自分でかたづける。食べ物は、残さずに食べて
いく。
　もう一つは、環境浄化運動です。風俗店とか、カ
ラオケ、コンビニ、ゲームセンターなどに、年４～
５回市内をまわっています。
　自分の子ども達が住んでいる町を調べて、子ども
達がフリータイムに、どういう所にいるか調べて、
まわらせていただいています。お店のオーナーの方
とお話をいたしますと、万引きの子を見かけたり結
構悩みをもっている。何回か伺っていますと、つな
がりも出来てきていろいろなお話を伺えます。
　今、頭を抱えているものが、アダルトビデオの自
販機で、本７に２ヶ所で７台、福東に９台、熊牛の
市民会館の入口近くにあるお店に２台、内出地区の
ビデオ屋さんの入口に２台ありまして、私達が把握
しているだけで、５ヶ所で２０台あります。お店に
は営業権がありますので、強制的に撤去しろとは言
えませんが、自販機なので自由に商品を買うことが
出来ますし、例えば、小学校の低学年でも、商品を
買う気になれば買えます。
　性に対する悪影響があっては困るので、また対面
販売ではないので、自販機を何とかしたいと考えて、
地権者の人やビデオ屋さんに、皆様に署名をいただ
いたり、行政の文書を出させていただいております。
　毎年、１０月にバス研修があり、全国に５３ヶ所
ぐらいあります更正施設に、年１回視察に行って、
所長さんのお話を伺うのですが、共通した点は、大
体３点ぐらいあります。
　乱れた子どもさんたちなので、起床時間やお休み
時間など規則正しい生活、規則正しい生活をさせる
こと。どこかで自分はどうしょうもない、私なんか
いなくてもいいんだと思っている子、また、自信を
無くしている人が多いので、物に対する達成感を達
成させるために、絵が好きな子に絵を書かせて、み
んなで誉めてあげるとか、ワープロなどの試験など
を受けさせて、自分でも出来るんだという達成感を
持たせること。もう一つは、私なんか親に愛されて
いないのではないかと心の中で思っていることが
多いようなので、そうではなく親はあなたのことを
大切にしているよということを感じさせることを、

どこの施設でも行っているようです。
　他でもやっているのですが、子どもがいきいきと
生きていくためには、日常生活の中で、挨拶をさせ
る、誉めてやる、お礼、「ありがとう」を伝える、
謝ることを、きちんとそういうことをやらせること
が大切だと思います。
　今年、自分の子どもが大学４年になりますが、今
までに、いろいろな問題を起こしました。そのとき、
よく家族や夫婦で話すときに、最後には、夫婦で話
すのですが、この子が生まれるときは、男でも女で
も健康で生まれてほしいと願ったはずだと。その誕
生を祝った親がいることを忘れないようにしよう
と。
　いつも、問題を起こすとそんなことは忘れてしま
って、この子がいるためにお互いに苦労していると
思ってしまいますが、子どもがいることによって、
私達が元気に暮らしていけることも事実ですね。子
どもがいることがあなたの存在、存在していること
が意味のあることで、ありがたいことなのだと。
　子どもにはいろいろな才能があるわけですので、
何でも一番になることが良いわけではありません
が、その子の一番探しをしてあげたい。子どもがい
きいきできる場所を見つけてことが大切ではない
でしょうか。
　一人っ子でも、子どもが小さい頃は、家族ぐるみ
でお付き合いする家が一つや二つあると、そこの家
にお兄さんやお姉さんがいれば、そこの子どもと一
緒に育ちますので、その後一生話が出来るので、そ
んなことも必要ではないでしょうか。
　福生はまだ自然があるので、福生の子ども達には
福生の中で気持ちがなごむような場所を見つけて
ほしい。私は、百姓の息子だから草むしりや土いじ
りをすると、自然に接するようで、心の開放になり
ます。また、自然の移り変わりなどによって、味わ
いがかわる。まあ皆様も同じだと思いますが、一生
懸命やっていると、どこかでストレスがたまってし
まうので、どこかで自分を開放してやる必要がある
でしょう。例えば、琴の弦をピンと張りすぎると切
れてしまうでしょう。緩すぎてもいい音は出ません
けど…。
　とにかく、子どもが悪いのではなく、われわれ親
の範囲の中で育ってきているわけなので、最終的に
は私達がしっかり育たなければいけない。子どもを
持つ利点は、私達が勉強させていただき元気に一日
一日を過ごさせていただいているといったことが



現実ではないでしょうか。そのようなことを活動の
中で感じております。

《長谷川》
　どうもありがとうございました。青少年育成地区
委員会の活動範囲から環境まで幅広くお話をいた
だきました。また高水さんの子育て感も色濃く反映
されていたお話でした。
　ここで会場の皆さんから発言をいただいてもい
いのですが、いろいろな視点からお話をいただいた
方が良いと思いますので、もう一人の話題提供者の
飯田さんに続けていただきます。
　福生一中ＰＴＡ副会長さんである、飯田忍さんに
ＰＴＡ活動を通して、また、一人の母親としてのこ
んなことが出来るのか、出来ないのか、あるいは学
校を通して福生をどういうふうにしていくことが
出来るか。お話をお願いしたいと思います。では、
よろしくお願いいたします。

《飯田》
　こんばんは、飯田忍でございます。今日は、気が
ついたことを話させていただきます。
　３人子どもがおりますが、福生市の小中学校に通
っています。福生には中学校に給食がない。小学校
にあって、何故、中学校にないのかなって常々思っ
ていました。アートクラブという、福生市民で考え
る会に入っているのですが、その中で、どんな給食
の形式が一番良いのか話題になりまして、その中で
一番いいのは少子化にもなりましたので、教室で食
べるのではなく、カフェテラス方式で給食を食べる
場所を設けて自由に食べたら良いのではという話
になりました。それも決められた一食ではなくて、
何種類かのメニューがあり、その中で選べるような
給食だったらいいなと思います。
　でも、実施していただくには、お金や様々なこと
がありますので、やれるかどうかわかりませんが、
それでも中学校給食はやっていただきたいと思っ
ています。
　ただ、学校側で給食を受入れる先生がいないので
はないかと思うこともあります。
　短い期間でしたが、私も中学校の教員をさせてい
ただいたことがあります。そこの学校は、給食があ
りましたが、給食をする時の作法というか、給食の
食べ方が、荒れている時代でした。パンを放り投げ
たり、ブーメランにして飛ばしたりして…。

　そのような経験をすると、先生方は給食をしたい
とは思わないのではないでしょうか。でも、先生に
給食を指導していただくのではなく、例えば、昼食
時間というか、昼食は楽しいものだということを先
生と子どもたちと楽しんで一緒に食事をしていた
だくことを先生たちに行っていただけたら、最高で
はないかと思っています。
　もう一点は、私の実家は、山形にありまして、年
１回その町に帰ります。
　そこは、農村でさくらんぼが取れるところですが、
夜は真っ暗で車も通らない静か町で、とても好きな
町です。
　そこと比較しますと、福生市を考えた場合とても
素晴らしい町だと思います。それは横田基地がある
からです。福生市の学校がどれくらい基地内の人た
ちと交流しているか知りませんが、できれば素晴ら
しいと考えています。
　今世界の共通語は、英語ということになっていま
すが、私も中学校の時学びましたが、当時は日本人
の先生が英語を教えて、外国人の指導員はいなかっ
たと思います。今は外国人が指導員として英語を教
えている事が多くなったと思います。
　外国の人と生きている英語を使えるようになれ
ばもっと楽しいのではと思っています。例えば、子
どもたちが外国の友達とバスケットを行うとき、英
語と日本語で手探りの状態かもしれませんが、「イ
エーイ」とか「オーケー」とか、カタコトの言葉で
も、チームが勝つために言葉の交流が進んで、生き
た英語が話せるようになるのではないでしょうか。
また、そのようなことが出来たら素晴らしい町だな
あと思います。そして、このような交流ができた場
合には、その子ども達が大人になった時に、外人を
見ても進んで話ができるようになるでしょう。私達
は、外人を見ては怖じ気づいてしまいますが。英語
も子どもの時に遊びの中で体験していれば怖じ気
づくことも無くなるのではないでしょうか。
　これからは、週休２日制になり、今は隔週になっ
ているのですが、毎週土曜日が休みになりますので、
土曜日を子どもたちがどのように過ごしていくか
が大きな問題になってくるのではないでしょうか。
　私といたしましては、ボランティアに参加できる
ような子どもたちで何か困っている人がいらした
ら、何か…、具体的には、老人ホームに行っておじ
いちゃんやおばあちゃんの話し相手などを、定期的
にやっていくとかが出来ればよいのではないでし
ょうか。
　最後に、中学校のＰＴＡ 役員をやらせていただ

いていますけれど、役員をやらせていただきながら、
自分の心がどんどんふくらんできまして、中学校は
３年で終わりになりますが、それ以降も自分で行え
ることがあればボランティアに参加することも一
つの方法でありますが、人と人との付き合いをして、
積極的に生きていきたいな考えています。

《長谷川》
　どうもありがとうございました。教育委員会に対
する給食の要望については、アンケート用紙の裏に



記入して提出してください。（笑い）
　コーディネ－ターとして市長、あるいは、教育長
に責任を持ってお話をしたいと思います。
　福生の特色を生かした町や環境にしたい…。これ
からの小中学校、来年４月から週休５日制になりま
す。地域のボランティアや自然体験活動などの支援
が必要になってくるのではないでしょうか。
　まちづくり、青少年育成のお話を伺いました。違
った視点から、コーディネーターの立場から山下さ
ん、福生の学校をこんなふうにしたらどうだろうか
とか、夢物語でもいいですから、何かお話ください。

《山下》
　現在、学校には学区というものがありまして、隣
りの学校に行きたくても学区が違うと自分で行き
たい学校には通えないという現状があります。今後
は自由化が進むだろうと市長はおっしゃっていま
したが、今は、よい先生が他の学校に移っても、子
どもも一緒にその学校には行くことは出来ません。
　これからは自由選択になって、福生市では、特色
のある学校に自分の子どもを通わせることが出来
るというような形の学校づくりをしていってもら
いたいですね。
　それは勉強でも良いでしょうし、スポーツでもい
いし、自然観察が盛んな学校もありますし、一つ一
つの特色のある学校を、良い先生が他にいた場合に
は、その学校から引っ張ってきていただいて、他の
町に住むより、福生に住めば良いところがたくさん
あるよと…。
　それがやがては福生の経済の活性化につながっ
ていくのではないかと思いますし、考え方や生活、
文化やスポーツの面で特色のある各学校に校長先
生を始め、多数の先生方が意欲を持って協力してほ
しいと思います。
　私も子どもがおりまして、親として安心して預け
られる学校を、ぜひ、福生市に作ってほしいと思っ
ております。そのことが社会の発展、ひいては福生
の発展になるのではないか。また、横田基地の子ど
もたちとの交流などが具体化していくのではない
かと思います。高いお金を払って外国へ行かなくて
も、東京都の中ではピカイチだと言えるような計画
をしていただきたいと思います。

《長谷川》

　どうもありがとうございました。元気に育て子ど
もたちということで、いろいろ視点がありますが、
私たちの方で視点を絞る考えはありません。
　皆様方から、是非、このところは私が喋ってみた
いということがありませんか。
　若い人で、最初に、Ａさん。突然でごめんなさい、
何か意見がありましたらお願いします。
　先程ボランティア活動と子どもたちといった話
もありましたが…。

《男性Ａ》
　Ａです。福生第二中学校の卒業で、現在、北多摩
高校２年生で生徒会長をやっています。
　ボランティアについては、七夕のイベントのボラ
ンティアに中学３年生から参加しています。ボラン
ティアに対しては、やったときの達成感があり、い
ろいろ楽しいので、その後毎年参加しています。
　自分が思うボランティア活動は、強制でなく子ど
も一人一人が考えていくことでありまして、また、
部活でボランティア部というものがありますが、部
活としてボランティアを行うことはそれなりによ
いことだと思います。

《長谷川》
　私もボランティアは強制されるものではないと
いうことに大賛成です。ましてやボランティアをや
るから表彰されるという事でもない。そのためには
普段の行いが大切なわけで、中学の時にされたボラ
ンティアは、ご自分の成長にどのように影響があり
ましたか。

《男性Ａ》
　自分は、中学生のときに福生市の海外派遣事業に
参加させていただいた恩返しでやっています。自分
の成長ではなく、福生市への恩返しとしてやってい
るのであって、身近なところにボランティアがあり、
自分は福生が好きなので、それに参加できたらいい
な、というような気持ちでやっています。

《長谷川》
　どうもありがとう。無理やり指名して申しわけあ
りませんでした。他の方も、違った視点からお話く
ださい。

《男性Ｂ》
　Ｂと申します。世田谷の赤堤の生まれで、福生に
住んで３０年近くになります。
　私自身、小学生の頃、自閉症ぎみであったと思い
ますが、いまは、学習問題児と言うようですが、つ
まり、成績が悪い、何をやってもうまく行かない。
　父親からもいろいろといわれていた。そういう人
間が、父親の転勤と共に大阪に行くことになったん
です。大阪の学校に転校しまして、私は、当然東京
の言葉を話すわけですが、ところが大阪の人からす
ると東京弁をはじめて聞く、私は普通なのですが、
話せてすごいと友達に言われたことが自信になり、
それから自分に自信が持てるようになったのです



が、今の子どもたちには自信をつけさせることが重
要ではないでしょうか。
　周囲の環境や学校の中でいろいろあると思いま
すが、学校でいえば、成績を良くするとかスポーツ
や文化等に従事させて自信をつけさせるようなこ
とも必要ではないでしょうか。
　今、私はバウンドテニスという、新しいスポーツ
なのですが、そこで会長と指導員をやっております。
バウンドテニスというのは、小さいお子さんから高
齢者まで一緒になって行えるスポーツです。
　指導員として、バウンドテニスをうまくやるとい
うことではなく、違った視点からも指導しています。
　スポーツというものは、ルールがあります。ルー
ルの無いスポーツはありませんね。当然、社会には、
ルールがあって、ルールに反してはいけない。場合
によっては、それは犯罪になる。
　でも私達は、ルール以上のことをやっていますね。
それは何かと申しますとマナーですね。ルールにな
いマナーが大事で、戦後マナーを教えるところが無
くなってしまった。学校で教えているかというと教
えていないと思うのです。
　日本語でいいますと行儀作法ということになる
と思いますが、実際にマナーを教えるようなことも
必要ではないでしょうか。
　志茂二町会に私は住んでいるのですが、私の産み
の母がトキハホームにお世話になっておりまして、
ホームでお世話になっているお年寄りにお子さん
がいろいろな歌を歌ってくれたり、正月の訪問をさ
せていただいたり、高齢者と子どもたちと接すると
いいますか、会話を持つようなことが必要ではない
かと思うんです。
　また、ボランティアという言葉。私達ボランティ
アって何かとわかっているのかな、むしろわからな
い。子どもたちにボランティアをしろしろといって
も、何をすればいいのと、そのことを私達大人が、
ボランティアはこういうことだと、なにも強制する
ものでなくて、やはりそういう指導も必要ではない
かという気がします。まだ、言いたいことはたくさ
んあるのですが、これくらいにしたいと思います。

《長谷川》
　ありがとうございました。他にどなたかご発言を
お願いいたします。

《男性Ｃ》
　この中では私が年長者のようなので、一言いわせ
ていただきます。私は年齢も７０近くなります。子
どもたちといいますと、孫のことになります。
　今、福生の中央ロ－タリークラブの会長をやって
おりまして、私達のクラブは、今年度、青少年のこ
とをテーマにやっておりまして、何かお手伝いがで
きればと思って参加しました。
　今年、福生の青年会議所が福生の横田基地から環
境まで幅広いテーマのシンポジウムやフォーラム
などを開催しており、私も参加させていただいてお
りますが、そこでお聞きしておりますと、先程飯田
さんがお話されたような学校のことや勉強のこと、

子どもの教育のことに多くの時間が費やされて、後
のことは、５分ぐらいで終わってしまいました。
　大変悩んでいる方もいらっしゃいますし、ご意見
や提言を言われている方もおりました。今のボラン
ティアのこともありましたし、青少協のこともあり
ました。
　私は福生の生まれではなく、名古屋の生まれです
が、福生にきましたら良いところで、昔から福生は
町会がありまして、皆さんとも付き合いをさせて頂
いておりますが、町会とか子ども会があります。
　私の子どもも２歳から大学を卒業するまで福生
にお世話になっておりますけれど、市長が先程言わ
れたかと思いますが、基地があるからかもしれませ
んが、小学校や中学校の施設の素晴らしい。東京都
ではナンバーワンではないかと思われる。昭島市や
羽村市なども同じかもしれませんが、私の子どもが
都内の高校にいきまして、そこで感じたのですが、
福生の小中学校から比べたら、もうボロボロで冷暖
房も無ければ、今にも、風で吹き飛ばされそうな校
舎で勉強している。
　福生は田舎だと言われていますけれど、福生のい
いところがこんなにあるんだよ、基地があることに
よって、学校の施設も素晴らしい物があり、あなた
達もいい思いをしているんだよと、お子さんたちに
言いたいですね。
　私は、横田基地に勤めておりまして、アメリカの
悪いところも知っていますけれど、最近は、日本の
子どもさんはマスコミでいわれているような悪い
とか、凶悪だとか低年齢化しているとか言われてお
りますけれど、福生の子どもは、いい子だと思いま
す。今心配になっているような、子どもたちの育成
という面からですと、昔から考えれば、少しは増え
ているかもしれませんが、悪くなってきているかも
しれませんが、私なりの経験から言わせていただけ
れば、千葉大名誉教授の多胡先生や石原都知事さん
が言っていますけれど、皆様がご心配なさるような
状態ではないと思います。
　まず、親が責任を持って、先生がどうの、子ども
達がどうのと言う前に、自分の子どもには責任を持
ちなさいと。
　この間の私どもの会議に、アサヒビールの社長を
されておられた中條先生という人をお招きして、市
長さんも出席されましたが、その方の書いた「おじ
いちゃん戦争のこと教えて」という本について講演
いただいて、その方が２冊の本をお書きになってお
られまして、とっても良い本だったので私も福生の
図書館にも寄贈させていただきましたが、おじいち
ゃんから戦争のことを教えてあげる、日本のことを
おじいちゃんが子どもに話してあげる、そういうこ
とがとても大事なことではないでしょうか。
　家庭からマナーを教えていただき、地域だけでな
く全てにマナーが必要ではないでしょうか。

《長谷川》
　教育という視点から見ると、すぐ学校ということ
になりますが、家庭教育、地域教育も必要ではとい
う御意見でした。



　子どもたちが元気になるにはどのようにしたら
いいかという、ご自由なご発言をお願いいたします。
　今日せっかくいらしていただいたのですので、何
か話されたらどうですか。失礼ですが、女性でＣさ
んってどなたですか。もしよろしかったら、お話く
ださい。

《女性Ｄ》
　私は、個人的なことをお話しますが、子どもがな
いのですけれど、いい子どもに世話になりたいと思
っています。

《長谷川》
　どんな子どもがいい子どもだと思いますか。

《女性Ｄ》
　そうですね…、思いやりがあって、そして常識を
わきまえていて、悪い言葉で言えば、義理人情を知
っている。そんな子どもに世話になりたいです。も
う少しいいですか。子どもは小さいときは、そんな
に心配ないと思いますが、少し成長して、良いこと
や悪いことが、きちんと判断できる人に、なってほ
しいなと思っています。

《長谷川》
　他にございませんか、それではお願いいたします。

《男性Ｅ》
　加美平にすんでいるＥです。最初に発言したのは
私の子どもです。
　彼が中学３年生のときに市の海外派遣事業に参
加させていただいたので、１回お世話になったら恩
返しをしなさいと、親の方で勝手に子どもの人権を
無視して命令しました。その後は自分で考えなさい
よと、言ってますが、大事なことは、大人の枠には
めてしまってはいけないことではないかと思うん
です。例えば、生徒会なんかは、議会制民主主義の
練習で、子どもの問題を自分たちで決めるという、
それが最高の意志決定機関だと思うのですが、先生
の主観によって、運営されていることもあるようで
す。
　子どもたちに考えさせる土壌を作ってあげるの
が大人の力、役目ではないでしょうか。それをやっ
ていかなければ、元気な子どもが出来ないのではな
いかと思います。頭で考えているのではなく、実際
にやらなくてはだめでしょう。
　私も青年会議所で七夕でお手伝いをさせて頂い
ておりますが、ルールはどこでもあるわけで、大人
でも子どもでも最低限それは守っていただき、あと
は自分たちで考えて自主的に責任を持ってやって
いただいています。言葉は悪いのですが、いわゆる
「ぶん投げ」れば、結構やるもんなんですよ。
　ですから、指導する人たちが相手の目線まで降り
てあげて、相手の意見を吸い上げてやることをもっ
ともっとやれば、恐らく元気な子どもに育つと思い
ます。
　それと、最低限守るべきものは守りなさいと、挨

拶をきちんとしなさいということを口に出して言
うようにしないとだめです。
　以前サッカーのコーチをしていましたが、お母さ
ん方で「コーチの言うことは聞くが、母親のことは
聞かない」と嘆くことを聞きますが、「他人の家に
行ったら挨拶をしなさい」と言ってもだめなんです
よ。自分の家でも挨拶をさせなくちゃ。
　自分の家でできないものは、基本的に他人の家で
も出来ないと思います。
　先生方は、いろいろ指導が多いですが、挨拶やお
礼の言葉だけでもいいのではないでしょうか。挨拶
だけでもきちんとできるように注意すれば、子ども
は変わってくるのではないでしょうか。格好の面で
もそうですが実際、七夕のボランティアをやってい
ただいている金髪のお兄さんお姉さんが、任せれば
がんばってやってくれます。任せられたんだという
ことで、責任持って、自分たちで自主的にやってく
れてます。
　皆がそのようにしていけば、子どもたちも元気に
育っていくのではないでしょうか。

《長谷川》
　ありがとうございました。
　さて、今日はたくさんの市役所の方が見えており
ますが、教師は、私だけかもしれませんが、私自身、
大学生・大学院生と付き合っていますが、学生とは
面白いもので、こちらがやれといってもなかなかや
らない。
　例えば、国際会議などの準備をするのに、わざと
やらせないと焦れてきて学生達のほうから期日を
決めてやれば、やってくれるのです。放し飼いにし
ておくと自分で道を開いていくわけです。
　週に一回は学生達と話す機会をつくって、そこに
相談に来る子は、どんどん自分で切り開いて登って
いくのですが、こない子は、仕事がないですね。毎
日会っているよりもいい関係になりますね。お話を
伺って感じました。
　他の方で何かありますか。まったく違う視点から
でも良いのですから。

《高水》
　私も、父親の影響で地域にかかわってきました。
子ども会やって、ＰＴＡやって、青少年をやってい
るのですが、町会やＰＴＡなどの役員は、なり手が
いないんですね。役員のなり手がいない…。本来的
には、ボランティアで自発的に行うことが大切であ
るのですけれど。
　男性に多く参加していただきたいので、考えたの
ですが、総合的な学習が始まりますが、父親として、
自分はこれが得意で外に貢献できることはこれだ
とか、趣味でも自分は自然のことには詳しいとかで
いいと思うんです。サッカーならサッカーで、得意
な分野で部活動に入っていただき、入っていただけ
れば、生き生きするし、そこで教えていただいた子
どもさんとも、先生とは違う形で付き合いになるの
ではないでしょうか。
　先程言ったように、町会などをやっていますけれ



ど、新しいことへの挑戦というものが出来にくくな
ってしまってます。
　育成会では、今男の方が多くて、何かをやろうと
する場合、ぽんぽんとやってしまいますので、例え
ば、成人式の時に、祝い酒をやることになり、その
時に会でやろうということになって行ったことが
ありますが、そういう形でできるのでいいのですけ
れど、別のある程度人数が集まる団体では、何かを
する場合でも、このことはどうするのかとか、あの
ことはどうするのかと聞かれる。そうすると中間を
取って決めていくようになって、新しいことが出来
づらいんですね。
　本来自分で持っている貢献したいという考えを
３人なり、４人で押し出して、やり始め、またそれ
を吸い上げることが、そういったことが出来てくれ
ば…。
　今学校も余裕教室があるようなので、学校をたま
り場にして、みんなで話をしながら、地域の中で自
分の仕事について、話していくことも出来るのでは
ないでしょうか。
　あと、いろいろな団体や会の会長職になると、い
ろいろなところに充て職があって、どこの会合に行
っても、どこに行っても同じ人に会うということが
ある。これは少し考えた方が…、人材はたくさんい
ると思うので、例えばこの前、七夕の打ち上げをや
ったときに見ていますけれど、イベント部会の飾り
付けをやっている若い人達にたくさん人材がいま
すので、そのような人、新しい人を入れていかない
と人材が育たない。他の人も同様に感じていると思
いますけど。会長でなくても、社会教育に興味のあ
る人に行っていただくとか、何でもできるという方
がいましたらその人が参加される方がベストだと
思うのですが。
　そのようなことを考えていただきながら、次々に
育ってくるような、われわれは、次の子どもにお世
話にならなければならないのですから、育っていく
方をつくるには、どんどん入っていただいて、やっ
ていただくことが、必要だと思います。
　家庭も仕事もありますし、その中でやりますので
大変ですけど、人との関わりが大切です。育成会の
時、いつもお話するのですが、役を降りた時に、そ
こで縁が切れるのではなく、その方がまた、どこか
他でまた何かに関わっていくことができればと思
っております。

《長谷川》
　ロータリークラブの会長は、１年で替わるのです
か。

《男性Ｃ》
　そうです。それは今おっしゃたように、次の人を
育てるために、その年の役員は、すべて降ります。

《男性Ａ》
　「元気に育て子どもたち」というテーマですけど、
子どもが参加してないのはおかしいと思います。こ
ういうところで大人たちだけで発言しているのに

子どもは私一人ですが、それがおかしいと思ってい
ます。
　皆さんの意見はわかったのですが、「元気に育て
子どもたち」の趣旨からはずれていないかなと感じ
ます。それはボランティアを美化しすぎているよう
に感じます。
　ボランティアとは、皆さんきれいなものだと思っ
ているようですが、ボランティアとは人と人との触
れ合いであって、学校教育も人と人との触れ合いで
あると思うし、なんか難しい話になっていってよく
わからないんですが…。
　要するに子どもに何をしてほしいのか、親がはっ
きりした意見を持ってなくては子どもは判断が出
来ない。親がはっきりとした考えを持つのは、子ど
もに対しての責任だと思うのです。
　この中には、福生の小中学生のお子さんをおもち
の方もいらっしゃると思いますので、学生の視点か
ら現状を話したいと思います。
　自分が小学校の時は、第一小学校でしたが、自分
のクラスは荒れてなかったですが、となりのクラス
で先生が嫌いな生徒の名前を書かせて問題になっ
たことがありました。保護者からもいろいろ叩かれ
て、その先生は、結局辞められてしまった。その当
時、学級崩壊と騒がれていましたが、そんな言葉は
マスコミがつくって、マスコミが悪いと思っていま
した。学級崩壊なんて先生と子どもの甘えかなと思
ってました。
　中学校はもっと深刻で、福生第二中学校でしたが、
先生は子どもの教育を考える時に何故このフォー
ラムに来ないのか、普通は校長先生ぐらい来るので
はないでしょうか。いたら挨拶でもしようかなと思
っていたけど、誰もいないので、このような学校だ
ったのかと残念でした。
　二中の当時、例えば、規則というものがあるでし
ょ。ルーズソックスをはいてはいけない、髪の毛を
金髪に染めてはいけないとか。
　自分も中学校の時少し突っ張っていて、服装も派
手目なものを着ていたんですが、先生に「お前なん
でこんな格好しているんだ。」と言われた。それで
一回、何でしちゃいけないのか聞いたんです。そし
たら「それは、ルールだから。」と言われて、それ
で終わったんですが、自分はすごく腹が立ちました。
　何で子どもが自分自身で答えを出そうとしてい
るのに、教育者である先生がルールだからという答
えだけで、ルールを押し付けるのは良くないと思う。
これは、俺だったからまだいいとして、もしこうい
うことに気が付かない子どもがいたら、ルールだっ
たらなんでも従うような子になってしまう。考えよ
うとする子がいなくなってしまうと思うんですよ。
そういう先生は考え直してほしいですね。
　自分が口論してきた先生は、５人ぐらいいました
が、皆ルールだからと言ってました、最終的には俺
にゴメンナサイと謝るだけでした。謝るんではなく
自分で考えてほしかった。
　現実にあった話をいたしますと、髪の毛を金髪に
染めてた子が、ある時、学校に靴下が乾いていなく
てルーズソックスをはいて登校したらしいんです



が、ルーズソックスは禁止だから、これに履き替え
てといって、先生が別の靴下を持ってきました。
　その子はその靴下が汚かったので、はきたくない
と言ったら、そしたら先生が授業に出るなと言った。
これはおかしいですね。学校は、義務教育なんです
から先生は教える義務があるわけです。それを放棄
するということは、まったくおかしいと思います。
そしたら、靴下を買ってこいと言われて、その子は
授業に出たいので靴下を買いに行ったらしい。そし
たら、今度は学校の中に入れていもらえない。これ
は、実際に起きたことなんです。
　そんな実態を知らない親達が、ボランティアなど
と騒ぐのはおかしい。まず、身近な子どもたちのま
わりにいる先生方の実態をしっかり理解していな
いと、その次のステップを絶対進めないと思います。

《長谷川》
　学校現場そのものに、私どもすぐに立ち入って議
論することはとても難しいことかもしれませんが、
あなたの素敵で素直なご意見は、将来必ず生きてく
るものだと思います。ありがとうございました。

《女性Ｆ》
　福生の学校の教師をしています。あなたがおっし
ゃるとおり、こういう会こそ学校の先生方が来なく
てはと、私は今日ここに来ました。
　あなたが今発言された内容をしっかり受けとめ
て、私のできる限り、その声を反映させていかなく
てはいけないなと思いながら、聞かせていただきま
した。
　人と人の関わりが子どもたちには必要だし、子ど
も達がいろいろなことを体験していくことも必要
だし、それと子ども達は自分を見てほしい、関心を
持ってほしい、きれいな言葉で言うと「愛されてい
るという実感」そういうことが満たされれば、きち
んと進むのではないでしょうか。
　
《長谷川》
　Ｆさんからご発言いただきましたので、学校教育
の現場から一言いわせていただきますと、今東京都
の教育施策でかなりスーパーな学校を作ろうとい
う動きがあります。
　忌憚なく申せば、かつての日比谷高校のような、
進学校を作ろうということなんですよね。
　実はかつての進学技術に長けた先生集団がいな
くなり、今のようになった。つまり先生も学校に何
年か居ると転勤しなければならない制度になった
ため、どの学校も画一化してしまったんです。国で
も同様な動きがあり、各特色の中にスーパーを入れ
ていこうと。
　Ａさんが言われたように、学校の先生の中にもた
くさんの種類の人がいて、きちんと自分も勉強し、
教えている先生もたくさんおられる。そうでない先
生もいる。でも、あなたが言われたような先生はむ
しろ少ないのではないか…、全ての先生がそうでは
ない。
　しかしながら、少なくてもその子にとっては、一

生のある一時期は、その子にとって、その時間は一
回しかない。世の中全体では極めて少ない。それを
救おう、何とかしようとするための施策を東京都で
も一生懸命考えようとしていることを報告してお
きます。
　それは、現職の先生の研修ですが、高校の先生に
ついて例を挙げると、大学出てから２０年間一度も
研修を受けたことの無い人がかなりおられる。そこ
で東京都は今年から２０年間研修を受けていなか
った先生に、研修を受けるように義務化してきた。
ただ、教員免許を持っているからと教室で教えてい
るだけでなく、自ら研修意欲に燃えるそんな教員を
作ろうとしています。
　一方国では、現職の先生に大学院で学んでいただ
こうと、研修休業という制度もつくりました。休業
して１年でも２年でも大学院で勉強していただく
という、ただしその間は無給ですけれど、私の大学
でも準備していますが、なかなか難しいでしょうね、
生活があるわけですし無給では…。
　ですから、Ａさんのような心配を理解している
方々もいて、すでに行動が起きています。起きてい
るのですけれど、まだまだ、将来的になってしまう
のでは、ということでしょうね。
　ただ、福生の中でも、そのような問題があるとい
うことを、きちんとコーディネ－ターの立場から、
市長並びに教育長にきちんと話したいと思います。
　他にご意見はございませんか。

《男性 B》
　教育は学校の先生だけではないと思います。親、
兄弟、地域社会すべてで教育が必要だと思います。
　今の子ども達に大人達との対話、コミュニケーシ
ョンの機会がもっと深くあれば、子ども達の得る物
があるのではないでしょうか。そういう意味では学
校の教室が余っているようなら、テレビドラマの
「金八先生」ではないですが、老人ホームを中学校
に併設して、そうすれば高齢者との接点がその中で
でてくると思うし、老人会が地域会館で行うのでは
なくて、小学校、中学校で行うとか、こちらから子
どもたちに出向く、そのような機会を作ることも必
要ではないでしょうか。
　先程先生方からはルールだからという説明だけ
で、納得をさせられたということについても、、高
齢者がそばにいれば、先生がどういう教育をされて
いるか、子どもたちにどう接しているか、監視では



ないですけれど、そういう形でコミュニケ－ション
を子ども達と先生だけでなくて、他の大人とも接点
を作る機会ができるのではないでしょうか。

《長谷川》
　一つの形ですね。一つの考え方としてありがとう
ございます。ほかに、ございますでしょうか。どの
ようなお立場の方でもどうぞ。

《女性Ｇ》
　私は、地方からきた者ですが、東京は怖いところ
で、あまり外に出なかったら病気になってしまって、
でもＰＴＡをやるようになってから元気になりま
した。最初は、子どものためと思ってやっていたが、
今は、自分のためにやったことがよかった。

《長谷川》
　ありがとうございます。子ども達の前で、子ども
たちの事を考えるということは、それはそれで意義
がある。
　しかし、大人達が、まわりの環境を、自分たちの
環境を子ども達の育ちやすい、生きやすい、そうい
った社会にしていくための今日は、最初の呼びかけ
ではないか。そういった意味では非常に意義がある
と私は思っています。いろいろの方からお話を伺っ
てきましたが、今の話で、何か一言ありませんか。

《飯田》
　子どもの教育には、家庭の特に親の姿勢が大切で
あることを感じました。特に、小学校の低学年まで、
主人から子どものしつけは母親だぞと言われてき
て、子どもの問題に主人は関わらなかったのですが、
子どもが中学生になるとある問題をきっかけにし
て、忙しい仕事をなげうってでも、父親の自覚がで
てきたのか関わるようになりまして、本当は今日も
いっしょに出てきてほしかったんですが、地域の人
にもお世話になって、学校の先生方にも大変お世話
になって、いろんな方のお世話になって成長してき
たんだなと思います。

《山下》
　先程発言されていました。Ａさんのルールの件に
ついて感じる所がありますが。私は学生時代、高校
生ぐらいまででしょうか、ルールを守ることについ
ては、当然のものとして考えて、あまり疑問には感
じてはおりませんでした。
　社会に出て、会社に勤めれば会社の就業規則があ
りますし、どこでも社会生活を行うにはルールがあ
るという、その重要性も知っておいていただきたい
と思いました。
　学校の先生も先程長谷川先生がいわれたように、
研修をこれからしっかりやるそうですが、研修を受
けていただいて、学校や学生だけではなく社会に出
た時も規則があることを正しく教えていただき、お
かしな規則なら、よく話し合っていただき解決の方
法を探っていただければ、先程のような先生と生徒
の確執も無くなるのではと思います。そして、この

会に若い世代としてただ一人参加していただいた
ことは大変有意義であったと思います。

《長谷川》
　それぞれの方がまとめていただきましたが、最後
に一言。
　法律も少し変わってきています。今まで学校の先
生は、先生であることを辞めるか、辞めないかでし
たが、今後は、より適切な職場への先生方の配置転
換ができるようになっていく。それは、人事権を持
つ東京都教育委員会がやることで、実際にやるかど
うかはわかりませんが、法的には変わってきていま
す。
　今日はいろいろ貴重な御提言を皆様からいただ
きました。福生の子どもたちにとって、どんな人が
先生で来てもらえればいいのかということを考え
る第一歩だと認識したいと思いたいです。
　かつて、福生市の生涯学習審議会委員のとき、は
じめて教育と学習の違いを学びました。教育とは、
教え育てるもの、学習とは自ら学ぶもの。いまは生
涯学習社会だと。これは私の勝手な読み方ですが、
家庭教育が不十分、従って社会全体で一緒に子ども
達、高齢者、もちろん中堅層の人がみんなで支えあ
っていきましょう。そんな社会の中で、福生は第一
歩を踏み出すことは、日本一、いや世界一すばらし
い子どもたちが育っていく良い環境を作って行く
第一歩です。繰り返します。第一歩です。後戻りし
ないように作っていきたい。
　今日のまとめを最終的には市で報告書として作
ると思いますが、その時は、皆様方の発言を、どな
たが何を発言ということではなく、その点は、コー
ディーネーターにまかせていただき、お互いに人権
を尊重するようなものにしていきたいと思います
し、福生にとって役に立つものとして、また私自身
の役に立つもの、そんなものにしたいと思っていま
す。
　きょうは、どうもありがとうございました。

《市長》
　非常に熱心にお話いただきました。冒頭申し上げ
ましたが、人間として、市民としてお互いに中身を
高めていけたらいいなということが基本にあった
会議でしたから、お互いに新しい人と知り合えたと
いうことだけでも意義があったことだと思います。
長谷川先生からもお話がありましたが、全体をまと
めまして、後日、皆様には報告書としてお示しして
いきたいと思っています。
　最後にコーディネーター、話題提供者として御苦
労いただきました４名の方に、拍手を送り本日の会
を終わりにしたいと思います。
　皆様どうもありがとうございました。（拍手）
　


