議会での
改正条例提出

杉並区議会議員(無所属)

「議員定数削減」条例を提案
岩田いくま 区政報告

第６１号（平成３１年新年号）

～ 残念ながら、賛成少数により否決される ～

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27年5月より４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（１５歳）、長女（１３歳）、次男（１１歳）。

目次

平成３０年１２月６日（木）、有志議員とともに、
「杉並区議会議員定数条例の一部を改正する条例」
を議員提出議案として提案しました。
内容としては、議員定数を４８人から４６人に、２人削減
議員定数を４８人から４６人に、２人削減するというもの。
議員定数を４８人から４６人に、２人削減
しかし、残念ながら、賛成議員は私達提出者を含めて７人にとどまり、否決さ
れました。
参考ながら、過去の議員定数削減の経緯は、下記の通りです。
３２年前の昭和６１年・・・定数５６人→５２人に、４人減
１６年前の平成１４年・・・定数５２人→４８人に、４人減

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！）

P.1 一般質問抜粋（教育
教育について）
教育
P.2 一般質問抜粋（まちづくり
まちづくり（富士見ヶ丘駅周辺）
について）

P.3 調査活動や地域での活動について
P.4 議員定数削減条例の提出について
議員定数削減条例の提出
P.4 意見交換会のご案内

＜議員定数削減の、主な提案理由＞
社会情勢の変化

ＩＣＴの発展・普及に伴い、議案の賛否決定や政策提言に向けた調査等情報収集・情報伝達手段が格
段に多様化・効率化し、より少ない議員数で多くの区⺠意⾒を把握することが可能となっている。

「これからの学校教育」はどうあるべきか

⼈⼝６９万⼈強の江⼾川区の議員定数は４４人。⼈⼝６８万⼈強の足立区の議員定数は４５人。
他自治体との比較

杉並区は、⼈⼝５７万⼈弱に対し、議員定数は４８⼈。

（質問に至った理由）

政令指定都市である相模原市・浜松市・岡山市の議員定数は４６人。
議員定数４８⼈となって以降（平成１５年５⽉〜）、在職議員数が４８⼈であった期間は約４５％。
在職議員数の実績

つまり、欠員状態が過半数の期間を占める。
また、在職議員数４６人以下の期間が、３７％強を占める。

議会内での議論の欠如

～ 地域での活動を踏まえ、議会で質問 ～

前回改選期前の平成２６年１２⽉、「議員定数問題について、改選後の議会（平成２７年５⽉〜）に
おいて検討していく」ことが議会運営委員会で確認されておりながら、議論が全くなされていない。

区議会議員となって以来、地域の大人のひとり（及び、ＰＴＡの一員）として、「運動会向け授業のゲ
「運動会向け授業のゲ
ストティーチャー」 「学校での宿泊震災訓練」 「小学校での放課後子ども教室の立ち上げ・運営」
「本の読み聞かせ」等に携わり(*1)、子供達、そして学校に関わってきました。
これらの経験も踏まえ、私自身は、子供達の教育に必要なことは、「知識等の取得」とあわせ、
「努力する力を育む」「多様な人材と交わり、様々な経験をする」ことだと考えております。
「努力する力を育む」「多様な人材と交わり、様々な経験をする」
区議としての現任期満了が迫るなか、今期の活動のまとめとして、「杉並区における今後の学校教育」に
ついて、１１月１９日（月）に本会議場で一般質問
１１月１９日（月）に本会議場で一般質問を行いました。以下、その一部を抜粋します。
１１月１９日（月）に本会議場で一般質問
(*1)Ｐ．３の記事も参照ください。

次回の定例区議会（平成３１年第１回定例会）は、２月１２日（火）開会予定です。

区政に関する
意見交換会
開催 （入場無料）

（岩田いくまの質問）



第７７回 ２月２０日（水） １９：００～２０：３０
久我山会館（久我山3-23-20） 第１・第２集会室
第７８回 ２月２３日（土） １３：３０～１５：００
高井戸地域区民センター（高井戸東3-7-5） 第９集会室

意見交換会の内容

 平成３１年度 杉並区予算（案）

ぜひご参加
ください。

平成３０年１０月２１日（日）、新宿にて教育系メディア主催のシンポ
ジウム「公教育のシガラミを越えて」(*2)が開催され、私も聴講した。
その場でも話題となったように、今後の学校教育においては、子供
非認知スキル(*3)を高めることが大切だと考えるが、教育委員
達の非認知スキル
会の考えを問う。
(*2)杉並区の井出教育長もパネリストとして登壇。
(*3)点数化ができる知識等ではなく、点数化が出来ない「忍耐力」「目標への情熱」「社会性」「自尊心」等
点数化が出来ない「忍耐力」「目標への情熱」「社会性」「自尊心」等。
点数化が出来ない「忍耐力」「目標への情熱」「社会性」「自尊心」等

について
（区の答弁）

平成３１年第１回定例区議会（２月～３月）は、平成３１年度杉並区予算（案）の
審議が中心になります。
予算委員会の前に、①平成３１年度杉並区予算（案）
①平成３１年度杉並区予算（案） ②これからの区政に何
が必要か について、皆様のご意見をお伺いしたいと思っております。
任期中最後の意見交換会となる予定ですので、多くの皆様のご参加をお待ち
しております。

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
４

 先端技術の発展が目覚ましい時代に必要な力は、知識・技能等に加えて、「他者や社会との協働」「未
知の世界に挑戦する好奇心」「主体的に学びに向かう力」等と考える。
 教育委員会としては、地域との連携や計画的なＩＣＴ（情報通信技術）環境の整備等を一層推進するととも
に、子供達の主体的で対話的な学びの実現に向けた取組を着実に進めていく。

（岩田いくまの見解）
目指している方向は、教育委員会も同じであることが確認できました。今後は、具体的な施策が
今後は、具体的な施策が
目指している方向は、教育委員会も同じ
この方向性に合致しているかどうか、しっかりとチェックしていきたいと思います。なお、上記の
この方向性に合致しているかどうか、しっかりとチェックしていきたい
他、「地域人材の、学校へのさらなる関与・組織化に向けた今後の取組」「教育分野における、産
学官連携に対する今後の方針」等についても質問しました。
１

議会での
一般質問

調査活動／地域での活動

「まちづくり」の進め方
震災救援所訓練

委員会視察

１１月３日（土・祝）、私自身も運営連絡会会員を
私自身も運営連絡会会員を
務める震災救援所（区立小学校）で実施された訓練
に参加しました。
に参加

１０月３１日（水）～１１月２日（金）、文教委員会の一
文教委員会の一
員として、視察を行いました。
員として、視察

～ 富士見ヶ丘駅周辺まちづくりについて、
富士見ヶ丘駅周辺まちづくりについて、議会で質問
まちづくりについて、議会で質問 ～
（質問に至った理由）
「まちづくり」はその地域に生活する全ての人に関係することであり、丁寧なプロセスを踏むことが、
住民の同意や納得を得るためには重要です。このたび、「杉並区実行計画
「杉並区実行計画（平成３１年度～３３年
度）」において、「富士見ヶ丘駅周辺まちづくり」が新たな事業として取り上げられたのを踏まえ、１１
１１
」において、「富士見ヶ丘駅周辺まちづくり」が新たな事業として取り上げられた
月１９日（月）に本会議場で一般質問を行いました。以下、その一部を抜粋します。
月１９日（月）に本会議場で一般質問
＊一般質問の様子は、Ｐ．１の内容も含め、杉並区議会公式ホームページの本会議録画放映（下記）でご覧いただけます。
http://suginami.gijiroku.com/voices/g07_Video_Search.asp

（岩田いくまの質問①）
新たな「杉並区実行計画（平成３１年度～３３年度）」に「富士見ヶ丘駅周辺まちづくり
（平成３２年度に「まちづくり方針策定」
平成３２年度に「まちづくり方針策定」）
平成３２年度に「まちづくり方針策定」 」が盛り込まれたが、なぜか。

今回は、運営連絡会会
員で、ＨＵＧ（避難所運
営ゲーム）を実施。私自
身は２ヶ月前に体験して
いたこともあり、カードの
読み上げ係を務めまし
た。
なお、当日の様子は、読売新聞朝刊（１１月２２日）
にも掲載されました。

（区の答弁）
都市計画高井戸公園や富士見丘小・中学校の整備等、まちづくりの契機となる
動きを踏まえ、まちの将来像を地域の方々と共有し、今後の当該地域のまちづく
りを具体的に進めるため。

（岩田いくまの質問②）
「富士見丘小学校・富士見丘中学校改築基本計画」の策定（平成３０年１２月）を受
け、改築検討懇談会
改築検討懇談会(*1)の今後の役割は何か。
(*1)両校に関わる学校関係者（学校長・ＰＴＡ・学校支援本部等）や町会・自治会・商店会関係者、学識経験者等で構成
両校に関わる学校関係者（学校長・ＰＴＡ・学校支援本部等）や町会・自治会・商店会関係者、学識経験者等で構成。
両校に関わる学校関係者（学校長・ＰＴＡ・学校支援本部等）や町会・自治会・商店会関係者、学識経験者等で構成
私自身は、平成３０年に行われた改築検討懇談会（全７回）のうち、議論が本格化する第３回以降、臨時議会と重なった第５
回を除いて全て傍聴し、また、１１月４日及び６日に行われた「中間まとめ」についての地域説明会
「中間まとめ」についての地域説明会にも出席しております。
「中間まとめ」についての地域説明会

今年度から、所属町会にて防災部門を
町会にて防災部門を
担当することになりました。これまでも、
担当
小学校のＰＴＡ活動等で防災関連の地
域活動に関わってまいりましたが、今
後はより多様な立場で地域防災に関わり、現場で
より多様な立場で地域防災に関わり、現場で
の気付きを区政に反映してまいりたいと思います。
の気付きを区政に反映
なお、上記の他、１２月１日（土）に他の震災救援
所（区立中学校）で行われた訓練にも参加しました。

訪問都市

視察テーマ
ジュニアパラメディックプロジェクト

飛騨市

（児童・生徒を対象に、主に心肺蘇生法の習得

岡崎市

図書館交流プラザ「りぶら」について

大津市

いじめ防止対策について

を目的とした育成プロジェクト）について

大津市では、「いじめ対策担当教員の専
任化」や、「統計によるいじめ事案の分析
（大学との連携事業）」についてお伺いし
ました。
杉並区でも有
効な施策は何
か、常に念頭
に置きながら、
視察にのぞん
でいきたいと思
います。

（区の答弁）

プログラミング教室

読み聞かせ

平成３１年度は、基本設計についてご意見をいただき、より良い学校づくりにご協力いただくこととしている。

（岩田いくまの質問③）
多くの区民の反対があったにもかかわらず、廃止を表明してからわずか２ヶ月半後の平成２８年８月に、久
我山東原公園の北側部分を廃止した(*2)。議会で「代替場所を確保する」旨の答
議会で「代替場所を確保する」旨の答
弁を区はしていたが、未だ確保されていない。一体どうなっているのか。
弁を区はしていたが、未だ確保されていない
(*2)私自身は、公園廃止の補正予算に反対
私自身は、公園廃止の補正予算に反対しました。
私自身は、公園廃止の補正予算に反対

（区の答弁）
今後も引き続き粘り強く用地確保に向けた取組を進めていく。

１１月６日（火）、小学校放課後子ども教室にて、
私が講師となって「初めてのプログラミング教室」
(*1)。
を実施しました
を実施
昨年度に引き続
いての実施です
が、今年も２０人
の児童が参加し
てくれました。

（岩田いくまの見解）
まちづくりを進めるにあたっては、質問②「学校改築」のように、「地域の関係者を集めた懇談会
の設置」「計画策定前の地域説明会開催」等、丁寧なプロセスを踏むことが必要です。しかしなが
ら、質問③「公園廃止」のように、強引なプロセスかつ二年以上経過しても約束未達成という、悪
しき“実績”もあります。まちづくりにおいて丁寧なプロセスを踏んでいるか今後とも
まちづくりにおいて丁寧なプロセスを踏んでいるか今後ともしっかりチェッ
まちづくりにおいて丁寧なプロセスを踏んでいるか今後ともしっかりチェッ
クしていくとともに、約束を反故にすることのないよう、継続的なチェック
約束を反故にすることのないよう、継続的なチェックも行ってまいりたいと思います。
約束を反故にすることのないよう、継続的なチェック
なお、上記の他、下記等についても質問しました。

２

富士見丘通りの整備方針

富士見丘小・中学校合同での防災への取組

都市計画⾼井⼾公園

杉並区版震災救援所運営ゲーム

放射第５号線及び周辺地区まちづくり

今後の改築対象校（杉並第二小学校及び中瀬中学校）

富士見丘小学校の跡地活用

での検討の進め方

(*1)平成２８年３月
に、NPO主催の
「指導者研修講座」を受講しております。

多くの今の子供達にとって、ICT機器は
身近なものであり、時として大人が驚
かされるくらいの適応力を示す場面も
見られます。
子供達が適切に情報技術を活用し、また、論理
的な考え方を身に付けることが出来るよう、自ら
自ら
出来る現場での実践を通して、区政にも反映して
出来る現場での実践を通して、区政にも反映
いきたいと思います。

１２月１４日（金）、区立小学校にて「読み聞かせ」
区立小学校にて「読み聞かせ」を
区立小学校にて「読み聞かせ」
行いました。
今回の担当は５年生。本は、『すごいね！みんなの
通学路』（右下写真）という、写真絵本を使用しました。
世界地図を利用し
また、読み聞かせが終わった後、世界地図を利用し
て、写真が掲載さ
れていた国の場
所を、子供達と確
認しました（世界地
図は、担任の先生に
お願いして教室内ス
クリーンに映写して
いただきました）。

どのような本を読むか、毎回頭を悩ませ
ますが、子供達の様子を知ることができる
貴重な機会となっています。
「子供達が自然と本に親しむ環境づくり」
に直接関わりながら、施策の提言に活かしていきた
いと思います。
３

