
７月５日（土）、私が主

任コーチをつとめるス

ペシャルオリンピックス

(*1)のバレーボール・

プログラムに、大学体大学体大学体大学体

育会女子バレー部の育会女子バレー部の育会女子バレー部の育会女子バレー部の

皆さん約２０名が参加皆さん約２０名が参加皆さん約２０名が参加皆さん約２０名が参加

してくれました。

皆さん初めての参加で
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発行：岩田いくま 〒168-0082 杉並区久我山5-24-30-103

TEL/FAX；03-3247-8660 E-Mail；ikuma@gakushikai.jp

HP；http://ikuma-iwata.net （←毎日更新しています！）

岩田いくま（生真）略歴：昭和46年（1971年）生。都立西高、東京大学卒。

外資系コンサルティング会社勤務を経て、平成15年5月より杉並区議会議員。

平成23年5月より３期目。

趣味：バレーボール（大学時代は母校で部活動のコーチを行う）、読書。

家族：妻、長男（１１歳）、長女（８歳）、次男（６歳）。

４

区政や岩田いくまに対する質問・ご意見・ご要望をおきかせください。

ＦＡＸ：０３-３２４７-８６６０ もしくは Ｅ-Ｍａｉｌ：ｉｋｕｍａ＠ｇａｋｕｓｈｉｋａｉ．ｊｐ

１

杉並区と都立高校／都立特別支援学校が杉並区と都立高校／都立特別支援学校が杉並区と都立高校／都立特別支援学校が杉並区と都立高校／都立特別支援学校が

包括協定を締結包括協定を締結包括協定を締結包括協定を締結

～～～～ 自治体間の“横割り”打破への取組み自治体間の“横割り”打破への取組み自治体間の“横割り”打破への取組み自治体間の“横割り”打破への取組み ～～～～

行政の問題点として、部署間の壁を示す「縦割り」だけでなく、国・都・国・都・国・都・国・都・区の区の区の区の

間間間間の壁を示す「横割り」の弊害の壁を示す「横割り」の弊害の壁を示す「横割り」の弊害の壁を示す「横割り」の弊害もしばしば指摘されます。

教育の場において、この「横割り」の弊害を取り除くべく、区立小中学校を「横割り」の弊害を取り除くべく、区立小中学校を「横割り」の弊害を取り除くべく、区立小中学校を「横割り」の弊害を取り除くべく、区立小中学校を

管轄する杉並区教育委員会と、区内の都立学校が、相互に連携協働して管轄する杉並区教育委員会と、区内の都立学校が、相互に連携協働して管轄する杉並区教育委員会と、区内の都立学校が、相互に連携協働して管轄する杉並区教育委員会と、区内の都立学校が、相互に連携協働して

教育活動を支援するよう、包括協定教育活動を支援するよう、包括協定教育活動を支援するよう、包括協定教育活動を支援するよう、包括協定が結ばれました。

現在、杉並区では、小学生の７．５％、中学生の３６．１％が、区立以外の学校小学生の７．５％、中学生の３６．１％が、区立以外の学校小学生の７．５％、中学生の３６．１％が、区立以外の学校小学生の７．５％、中学生の３６．１％が、区立以外の学校に通ってい

ます。

こうした状況もあり、私の母校（高校）では、中学生及びその保護者対象の学校説明会だ

けでなく、小学生保護者への学校紹介（子供同伴可）も行っています。

これまでも区立小中学校と区内都立学校との連携は行われておりますが（右上の表参

議会での野次や政務活動費の活用方法がマスコミでも話題となりました。

そもそも地方議会はどのような仕組みになっているのか？

また、地方議員は何をやっているのか？

改めて皆様に杉並区議会の“仕組み”をご紹介し、地方議会及び地方議員の

あり方について、皆様からご意見をお伺いしたいと思っております。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

区政に関する

意見交換会

開催
（入場無料）

意見交換会の内容

� 地方議会・地方議員のあり方を考える地方議会・地方議員のあり方を考える地方議会・地方議員のあり方を考える地方議会・地方議員のあり方を考える

� 第５９回 ９月３日（水） １９：００～２０：３０

久我山会館（久我山3-23-20） 第一・第二集会室

� 第６０回 ９月６日（土） １４：００～１５：３０

高井戸地域区民センター（高井戸東3-7-5） 第九集会室

ぜひご参加

ください。

次回の定例区議会（平成２６年第３回定例会）は、９月９日（火）開会予定です。次回の定例区議会（平成２６年第３回定例会）は、９月９日（火）開会予定です。次回の定例区議会（平成２６年第３回定例会）は、９月９日（火）開会予定です。次回の定例区議会（平成２６年第３回定例会）は、９月９日（火）開会予定です。

地域での活動地域での活動地域での活動地域での活動

久我山ホタル祭り久我山ホタル祭り久我山ホタル祭り久我山ホタル祭り

６月７日（土）・８日（日）、第１９回久我山ホタル祭り

が開催されました。

例年は「お客さん」として子供達と参加しておりまし

たが、今年は幼稚園チームパパ（おやじ幼稚園チームパパ（おやじ幼稚園チームパパ（おやじ幼稚園チームパパ（おやじの会の会の会の会）の現）の現）の現）の現

役・ＯＢ有志約３０名で初出店役・ＯＢ有志約３０名で初出店役・ＯＢ有志約３０名で初出店役・ＯＢ有志約３０名で初出店。

事前の設営、祭り当日（７日）、事後の撤収と、全て

の日に雨に降られるという状況ではありましたが、

多くの友人と楽しく、また貴重な機会を得ることが

できました。

自分達が楽しみながらも、「子供達のために」「地

　荻窪高校 　杉並高校 　豊多摩高校 　西高校

　農芸高校 　杉並工業高校 　杉並総合高校

都立特別支援学校 　中央ろう学校 　永福学園

都立高校

＜対象となる都立学校＞

これまでの区立小中学校と

区内都立学校との連携（例）

＜協定の内容＞
＜ ＞

　教育、文化、スポーツの振興・発展のための連携

　人材育成のための連携

　まちづくりのための連携

　産業振興のための連携

　その他、両者が協議し必要と認める連携

スペシャルオリンピックス・スペシャルオリンピックス・スペシャルオリンピックス・スペシャルオリンピックス・

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

したが、準備体操の段階から、積極的にアスリート

(*2)に声をかけたり手をあわせたりと、うまく練習

にとけこんでくれました。

アスリートも、いつもと違う雰囲気ながら、一気に

“仲間”が増えたような感覚で、楽しんでくれていた

ように思います。

こうこうこうこうした機会の中から、ボランティアで手伝ってくれした機会の中から、ボランティアで手伝ってくれした機会の中から、ボランティアで手伝ってくれした機会の中から、ボランティアで手伝ってくれ

る若い人達が少しでも増えると嬉しいる若い人達が少しでも増えると嬉しいる若い人達が少しでも増えると嬉しいる若い人達が少しでも増えると嬉しいですね。

域のために」という想いを

持つ人達が、実は地域に

たくさんおられます。こうし

た方達が力を発揮できる

場づくりに、これからも積極

的にかかわっていきたいと

思います。

(*1)スペシャルオリンピックス・・・知的障害のある人達に様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技

会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織

(*2)アスリート・・・スペシャルオリンピックスのスポーツ活動に参加する知的障害のある人

照）、今回の包括協定により、地域の公立学校の教育が一層充実するよう、積極的に連携を進めてほし今回の包括協定により、地域の公立学校の教育が一層充実するよう、積極的に連携を進めてほし今回の包括協定により、地域の公立学校の教育が一層充実するよう、積極的に連携を進めてほし今回の包括協定により、地域の公立学校の教育が一層充実するよう、積極的に連携を進めてほし

い旨、６月に開催された文教委員会で要望い旨、６月に開催された文教委員会で要望い旨、６月に開催された文教委員会で要望い旨、６月に開催された文教委員会で要望しました。

教育長からは、都立学校を含めて多くの選択肢の中から、子供達が適切な進路選択ができるような教

育を進めていきたい旨、答弁がありました。

　土曜授業や夏季学習教室での高校生による

　学習支援

　地域清掃や防災訓練を、小中学校と高校で

　合同実施

　中学校と高校で、部活動の合同練習



３

議会での活動議会での活動議会での活動議会での活動

２

自転車放置防止協力員自転車放置防止協力員自転車放置防止協力員自転車放置防止協力員

４月２２日（火）、自転車放

置防止協力員連絡会が開

催されました。

当日は、今後３年間の協力

員委嘱式（私も、富士見ヶ

丘地域で協力員をしており

ます）に続き、現在の放置

自転車の状況等が報告されました。

調査活動調査活動調査活動調査活動

現在、約４００名の方が自転車放置防止約４００名の方が自転車放置防止約４００名の方が自転車放置防止約４００名の方が自転車放置防止

協力員として活動協力員として活動協力員として活動協力員として活動しています。

平成１２年度には平均約９，２００台（１日

当たり）あった区内の放置自転車も、平

成２５年度は約１，４００台まで減少約１，４００台まで減少約１，４００台まで減少約１，４００台まで減少しております。

今後も、駐輪場の整備とあわせ、放置自転車のさら

なる減少に取組んでまいります。

５月２０日（火）、高井戸第

二小学校の落成式が行わ

れました。

地上３階・地下１階の構造

で、全長９０ｍに及ぶデッ

キ通路や、図書室とコン

ピュータ室を一体整備した

ラーニングセンター等、随

所に工夫を凝らしたつくり

となっています。

子供達にしっかりとし

た学習環境を残すた

めにも、計画的な学計画的な学計画的な学計画的な学

校改築は必要校改築は必要校改築は必要校改築は必要です。

また、杉並区立小中

区立小中学校老朽改築計画区立小中学校老朽改築計画区立小中学校老朽改築計画区立小中学校老朽改築計画

0
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2

3

4

5

6
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中学校

小学校

６月の文教委員会にて、「杉並区立小中

学校老朽改築計画（第１次改築計画）」

が報告されました。

区立小中学校６５校のうち、１０年後まで１０年後まで１０年後まで１０年後まで

に築後５０年を経過する学校数は、小学に築後５０年を経過する学校数は、小学に築後５０年を経過する学校数は、小学に築後５０年を経過する学校数は、小学

校３０校、中学校１４校の計４４校校３０校、中学校１４校の計４４校校３０校、中学校１４校の計４４校校３０校、中学校１４校の計４４校を数え

ます（右表参照）。

適切な学習環境の維持、及び、財政負

担の平準化 から、

①学校施設の改築時期を、築後概ね５０学校施設の改築時期を、築後概ね５０学校施設の改築時期を、築後概ね５０学校施設の改築時期を、築後概ね５０

～６０年とし、遅くとも築後６５年までに～６０年とし、遅くとも築後６５年までに～６０年とし、遅くとも築後６５年までに～６０年とし、遅くとも築後６５年までに

改築改築改築改築する

＜建築後５０年を迎える学校数（年度別）＞

②概ね毎年２校ずつ改築を概ね毎年２校ずつ改築を概ね毎年２校ずつ改築を概ね毎年２校ずつ改築を

行っていく行っていく行っていく行っていく

計画となっています。

＜改築にあたっての主な留意点＞

① 学習環境の充実及び環境への配慮を図る

② 施設のバリアフリー化を推進する

③ 地域防災の拠点としての機能強化を進める

④ 特別支援学級等の設置を検討する

⑤

学童クラブについて小学校内での実施を基本とするとともに、施設や

敷地の有効活用を図るため、施設の複合化・多機能化を図る

にくらべ半分以下であり（右表参照）、学校施設・敷地の学校施設・敷地の学校施設・敷地の学校施設・敷地の

有効有効有効有効活用活用活用活用は、は、は、は、学校を地域の拠点として活用していくた学校を地域の拠点として活用していくた学校を地域の拠点として活用していくた学校を地域の拠点として活用していくた

めにめにめにめにも必要も必要も必要も必要と考えます。

学校適正規模の確保や小中一貫教育の推進と歩調を

合わせた取組みとなるよう、今後も注視していきたいと

思います。

＜杉並区立小中学校の児童・生徒数＞

ピーク時

(*1)

平成２５年度

小学校 ３７，６２３人 １８，０６４人

中学校 １６，３９４人 ６，３０５人

(*1)小学校は昭和５４年度、中学校は昭和５８年度

所属委員会等変更所属委員会等変更所属委員会等変更所属委員会等変更

６月１３日（金）をもって、所属

委員会等が変更となりました。

これまでの１年間は、文教

委員会・災害対策特別委員会

・国民健康保険運営協議会に

所属して活動してまいりました

が、今後１年間は、

●常任委員会・・・都市環境委員会都市環境委員会都市環境委員会都市環境委員会

●特別委員会・・・文化芸術・スポーツに関する特別委文化芸術・スポーツに関する特別委文化芸術・スポーツに関する特別委文化芸術・スポーツに関する特別委

員会員会員会員会

●各種審議会・・・杉並区国民保護協議会

に所属して活動してまいります。

公会計研修会公会計研修会公会計研修会公会計研修会

４月２１日（月）、議会にて「公会計情報活用に関す

る研修会」が、日本公認会計士協会から講師をお招

きして開催されました。

基本的な内容を中心とした研修会でしたが、区の財

政状況や資産資産資産資産

の有効活用をの有効活用をの有効活用をの有効活用を

図っていく図っていく図っていく図っていくため

にも、しっかり

公会計情報を

活用していき

たいと思います。

区政の話題区政の話題区政の話題区政の話題

電子地図サービス「すぎナビ」電子地図サービス「すぎナビ」電子地図サービス「すぎナビ」電子地図サービス「すぎナビ」 杉並区長選挙杉並区長選挙杉並区長選挙杉並区長選挙

高井戸第二小学校落成式高井戸第二小学校落成式高井戸第二小学校落成式高井戸第二小学校落成式

水防訓練視察水防訓練視察水防訓練視察水防訓練視察

学校の児童・生徒数はピーク時

６月２９日（日）に投票が行われ

た杉並区長選挙において、

田中区長が再選を果たされま

した。

私自身は他の候補を応援して

おりましたが、民意としての結

果を受止め、引き続き「次世代「次世代「次世代「次世代

７月１日（火）、杉並区電子地図サービス「すぎナビ」

が利用できるようになりました。

http://www2.wagmap.jp/suginami/top/

議会でもたびたび、

「電子地図情報の有効活用」「電子地図情報の有効活用」「電子地図情報の有効活用」「電子地図情報の有効活用」

「庁内利用だけでなく、区民利用による利便性向上」「庁内利用だけでなく、区民利用による利便性向上」「庁内利用だけでなく、区民利用による利便性向上」「庁内利用だけでなく、区民利用による利便性向上」

を訴えてきた一人として、今回のサービス提供は非

常にうれしく思います。

公共施設や公園の情報等だけでなく、防災情報（防

災マップや洪水ハザードマップ、土のう置き場等）や

へのへのへのへの責任」「未来への責任」責任」「未来への責任」責任」「未来への責任」責任」「未来への責任」というというというという視点から、是々視点から、是々視点から、是々視点から、是々

非々非々非々非々で区政に取組んでまいります。

なお、区長選挙の投票率は、２８．７９％区長選挙の投票率は、２８．７９％区長選挙の投票率は、２８．７９％区長選挙の投票率は、２８．７９％でした。

４年前の投票率は、参議院議員選挙と重なっていた

とはいえ５７．６３％であり、半減してしまいました。

この投票率の低さ（区政への関心の低さ）も、しっか

りと受け止めて、今後の活動をしてまいりたいと

思います。

生活情報（自然スポットやお寺・神

社等）も見ることができます。

今後、公開される情報も増える予

定です。皆様是非ご活用ください。

時代とともに、学校施設に求められる機時代とともに、学校施設に求められる機時代とともに、学校施設に求められる機時代とともに、学校施設に求められる機

能も変わって能も変わって能も変わって能も変わってきます。

一方で、一度つくれば５０年以上活用す

る施設でもあります。

今後の学校改築において、無駄のない機能的な学

校施設となるよう、注視していきたいと思います。

５月３１日（土）、平成２６年度杉並区合同水防訓練を視察しました。

６月にも頻発したように、昨今は局地的集中豪雨が多くなってきております。

当日は消防署の方を中心に、土のう等による浸水防止訓練やマンホール噴出防

止訓練が行われましたが、身近な場で自分に何ができるか、常に考えていきたい身近な場で自分に何ができるか、常に考えていきたい身近な場で自分に何ができるか、常に考えていきたい身近な場で自分に何ができるか、常に考えていきたい

と思います。

（校）


