
目黒区における健康教育推進の方向について（中間のまとめ）説明会概要 

◎ 第１回 ＜平成 19年 7月 13日（金曜日）午後 7時～9時 大会議室、出席者：１３名＞ 
◎ 第２回 ＜平成 19年 7月 14日（土曜日）午前 9時 30分～11時 30分 大会議室、出席者：１６名＞ 

 
◎ 第 1回説明会の概要 
 
 
 
 
 

Ｑ 興津健康学園の卒業生だが、スライドで興津健康学園の子は人と人と

の会話の不一致が多い（意見の食い違い）というような表現があったが、

逆のように感じる。興津健康学園の子は、自分が在園していたときは協

力していたように感じ不に落ちない。実際のところはどうなのか。 
 
 
Ｑ 平成 17年度の都区財政調整交付金があると思うが、1億 6千 9百 615
千円が算入されているとある。 
① 2億から差し引くと 2千万程度となり、これを興津健康学園の児 
童で割り返せば同等になるのではないか。 
② 年間 6千 4百万程度返還している起債の償還も 21年度まである
と思うが、残りの残金と廃園になった時は施設設備関係で 5 千万程
度国庫に返還することになると思うがその辺の説明をお願いする。

③ 親の認識も変わってきていると思うが、教育委員会として 20年 
間どのようにＰＲしてきたのか。学校医の所に行ってもポスターも

貼っていない。ホームページをもっと活用しても良いのではないか。

ＰＲの努力が感じられない。 
 

Ａ 少人数集団の学習効果のところの説明に対する意見と思うが、きめ細

かい指導ができるとか児童相互の理解が深まるということを説明した。

通常学級（40人程度）では多様な意見・価値観が存在することを説明し
たかったので、興津健康学園に不一致があるということを説明したもの

ではない。明日も説明会があるので、誤解のないように説明する。 
 
Ａ ① 養護学園として財調算定されているが、内容は多項目にわたり全 

体が算定されている。財調は 23区の共通自主財源であることから、
今後も安心して確保していけるものではないことも理解してほし

い。 
② 起債は２２年度まで残っていて、1億 6千 5百万ほどとなってい 
  る 
③ ＰＲについてはまとめの 26ページの中で報告している。校長会  
や担当教諭連絡会等を通じてＰＲに力を入れていただくようお願い

をしている。また、生活体験や見学会などを実施するなど区として

は力を入れてＰＲしてきていると考えている。 
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 ④ 中間のお知らせが区報に載ったが、黒の表示で「興津健康学園は

廃止の方向とし、施設については今後、有効活用を図ることを提案

しています。」とあるが、なぜ興津健康学園だけがクローズアップさ

れているのか。 
⑤ 委員会のメンバーで教育委員会と利害関係に無いのが、興津健康 

学園の父母とＰＴＡ連合会の会長。あとは区の意向にそったメンバ

ー構成となっていて、本当に子どものことを思って話し合いが行わ

れているか疑問だ。4月に委員の半分程度入れ替わり、新メンバーで
正式な話合いが行われていないまま、もう廃園の方向はおかしい。

 
 
 
Ｑ ① 経費が 2億円ということで他の児童と格差があるといわれている

が、開園当初から格差が生じることはわかっていたのではないか。

なぜここにきて問題とするのか。 
② 565 人も区内に治療を必要する子どもがいるとのことだが、治療
できているのか。 
③ 具体的な計画があるのだから、廃園前にモデル校で試行するなど

検証してから廃園するプロセスのほうが適切と考える。また、具体

的方策と廃園は別物と考えてよいのか 
④ どうして廃園とするのか理由を知りたい。また、これは私の意見

として、興津健康学園を廃園してしまうことは健康課題を抱えてい

る子どもたちの救済措置（場所）がなくなってしまうので、廃園に

向けては代替する機能を確立してから行うようにしてほしい。 
 

④ 検討委員会として、今の段階の方向性を「廃止の方向」として提 
案している。中間のまとめに対する意見をいただき最終報告を取り

まとめていく。最終的には教育委員会が最終報告を受け、扱いを決

定していくことになる。提案は提案であり決定ではないし、提案を

区報に記載しないことはオブラートに包むことにもなるので区報に

掲載した。 
⑤ 委員会は内部の検討委員会であることから、当然内部の職員が中 
心となるが、そうした中で、現場の状況や実態を把握するための意

見は重要と考えている。けっして区の意向にそった委員構成ではな

く、実態を把握するために必要な委員構成で健康教育推進に必要な

検討を行っている。 
 
Ａ ① 設立当初は、健康課題を抱える児童の健康改善を目的として興津

健康学園に行っていただいたが、現在では区内に同様の健康課題を

抱える児童が 565人いる。20年経過したいま、薬剤管理による治療
法も確立し興津健康学園に行かなくても治療が行えるなど、転地療

養の必要性がなくなってきている。そうすると健康課題に対して区

内で取り組んでいる子と興津健康学園で取り組んでいる子との間に

格差が生じることになる。 
② 治療ではなく、区内で健康課題に取り組める施策の充実を図る必 
要があることを説明している。 
③ 廃園とする提案をしているが、全ての児童を対象とした課題もあ 
り、健康教育への積極的な取り組みも必要と考えていることから、

興津健康学園で培われてきた成果を区内における健康教育の推進に
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Ｑ 目黒区全体を興津健康学園として全ての児童を対象に健康教育に取り

組むということはすばらしいことだと思うが、健康トレーナーとか健康

手帳とかであれば方策として経費がかかるとは思えない。この中間のま

とめの主目的はコストの削減でないことを前提に伺いたい。 
① 対象が 565名いるのに現在興津健康学園に入園している子どもは 14
名（３％程度）しかいないのは、ＰＲしての結果なのか教えてほし

い。 
② 転地療法が不必要であるとの説明があったが、必要としている子ど

もたちを切り捨てることになるが、廃園する理由が経費でないのなら

ば、なぜ廃園するのか教えてほしい。 
③ 興津健康学園の子一人当たりには、通常の 10倍以上の経費を要して
いるかもしれないが、財調で補填があれば継続すべきではないのか。

また、他区と共同で存続させていくという検討は行われているのか

教えてほしい。 
④ 興津健康学園の成果を活用していくことが報告書にかかれている 
が、活用するのであれば存続していくべきではないのか。 

 
Ｑ ① コスト削減ではないというが、平成 16 年の第二次行政改革大綱

年次別推進プランで興津健康学園が削減のターゲットにされてい

る。そのことが今回の中間のまとめにつなげられているように思え、

活かしていくという考え方である。 
④ 健康教育を推進していく中での方向転換を考えている。意見は本 
日の意見として伺う。 

 
Ａ ①ＰＲであるが、校長・副校長を中心に全学校をあげて行っている。

教員等に対しても学校内でのＰＲに活用できるよう、興津健康学園

に行って状況を把握するための旅費などを区は確保してきている。

働きかけが足りないという意見だが、興津健康学園に関しては全体

にＰＲするということより個々の課題への対応となることから、対

象となる児童に対しては学校を通じて個別に働きかけをしている。 
② 保健センターの専門医からも転地療法について意見を聞いている 
が、ぜん息の治療方法も改善され状況が変わってきていると伺って

いる。また、興津健康学園については平成 17 年度の課題整理の中
で、いくつかの方向性が示されているが、廃園についてもそのひと

つである。 
③ 他区との共同存続については、特別支援学級という性格上できな 
いという検討を行った上で、今回のように健康教育を推進する施策

の中で方向を示した。 
④ 意見として伺う。 

 
 
Ａ ① 廃園は確かに行政改革大綱年次別推進プランに掲載されている。

行革は、全てのコストを削減することではなく、行政のシステムを

変更したり施策の方向を転換していくことである。今回新たに健康
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説明と矛盾しているのではないか。 
② 中間のまとめからは、興津健康学園を廃園し、要していた経費を

新たな施策に振り向けるといっているように聞こえる。文教・子

ども委員会でも８千万円かかると説明していた。興津健康学園を

廃園した経費を充てるのか。 
 
 
 
Ｑ ① 興津健康学園は、定員 80 名とする少人数を対象としていた施策

であり、広く全ての児童を対象とする施策とは視点が違っていたは

ずで、設立当初の主旨はどこに行ったのか。 
② 治療の内容が変わったというが、具体的にはどのようなことか。

区内の小児科（医院）に行ってもポスター掲示もない。保育園の園

医も知らない。宣伝活動が全然足らないのではないか。 
 
 
 
 
 
Ｑ ① 学校医会代表の検討委員も興津健康学園を見学するのは初めてと

言っており、学校でのＰＲが十分だとは考えていない。対象児は増

えているが、興津健康学園に入園する児童が減少している事実があ

るのに、ＰＲ活動に力を入れてこなかった事に疑問もつ。学校によ

っても入園児童の偏りが著しく、教員の認識に温度差があるのでは

教育の推進という施策の方向転換にも当然経費が必要となる。これ

が全ての子どもに還元されることとなり、けっしてコストの削減と

は考えていない。 
② 目黒区の健康教育推進のために(11ページ)のところで、興津健康 
学園の経費についての記述があるが、これまで興津健康学園が行っ

てきたものに加え、検討委員会が提案する具体的な方策を実施する

ために振り向けていくと提案している。 
 
Ａ ① 設立当初は転地療養が主流で効果があるとされていたが、20年が

経過した現在では、転地療法より薬剤治療を基本とした体調管理が

主となってきており、考え方や治療方法も当時と比較して大きく変

わってきている。 
② 専門医やインターネット等から、治療方法等についての情報は入 
手できるので、皆さんも転地療養等について調べてみてほしいが、

現在ではほとんど行われていないのが現状である。また、興津健康

学園の入園に関することは、個々の問題であることから学校で個別

に対応すべきことで、医院でのポスター等のＰＲ活動は行っていな

い。 
 
Ａ ① 小児科医にポスターを配布していないと説明したが、学校医には

配布している。その他、保育園、図書館、児童館、住区、銭湯など

にも掲示をお願いしている。健康課題を抱える個々の子どもには学

校の中で担任や養護教諭などが熱心に説明するなど、ＰＲについて

は十分に取り組んできていると考えている。 
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ないか。 
② 健康教育を推進する中で、新たに興津健康学園を必要とする児童

が出現する可能性もあるし学校現場の検討委員からは、これ以上

学校現場に仕事を増やしてほしくないという本音の意見もでてい

たことからすれば、ここにきて廃園を急ぐ必要はないと思う。ど

んなにすばらしい計画でも根付くまでには時間がかかる。 
 
Ｑ ① 住区に掲示しているという説明だが、住区は掲示期間が短いこと

を知っているのか。2週間で捨てられている。 
② 学校の養護教諭が熱心に取り組んでいるとの説明だが、何を持っ

て熱心といっているのか。 
③ 全ての養護教諭は興津健康学園に行っているのか。去年と今年度

に何人行ったのか実績を示してほしい。 
 
 
 
Ｑ 興津健康学園の廃園という話を聞いて非常に残念だと思う。先程から

意見として出されているＰＲであるが、ＰＲは、もうこれで十分だとい

うものではないと思うし、本当に興津健康学園を必要としている子ども

たちのためにも頑張ろうという気持ちはないのか。弱者を切り捨てるよ

うで非常に残念である。本音と建前があり、コスト削減ありきで健康教

育にすりかえているように思える。 
 

② 学校の負担が大きくならないような取り組みが必要と考えてい 
る。そのためには、支援するための専門家を派遣するなど、現状を 
踏まえた健康教育推進の具体的な施策を検討してきている。 

 
 
 
 
Ａ ① 目黒区の決めとして住区での掲示期間が 2週間となっており、興

津健康学園に限らず全ての施策において同等の取り扱いになってい

る。教育委員会としてはできる範囲の中で十分なＰＲ活動に取り組

んできていると考えている。 
② 委員会の中で、熱心に説明しても保護者の方が子離れできずに入 
園させることが難しいという発言があった。 
③ 興津健康学園には、各校学校現場の教諭が行くことになっており、 
養護教諭だけが行くという決めになっていない。 

 
Ａ 本日の意見として伺う。 
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Ｑ ① 8 月 6 日までに寄せられた意見が、多数の廃園反対の意見なら、
方針を変更する考えはあるのか。 

② 寄せられた意見の内容や件数、施策への反映状況を公表する考え

はあるのか。 
③ 興津健康学園を廃園する方向から、区はＰＲに真剣に取り組んで

いるとは 
思えない。子どもを増やそうとする考えがない。反対意見を押し切

ることだけはやめてほしいし、今回の意見が大多数の反対であれば、

廃園を覆してほしい。 
 
Ｑ 実際に興津健康学園を必要としている子どもたちがいるのに、本当に

廃園する考えがあるのか委員長にお伺いしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ 生活習慣は家庭や親の責任によることが大きく、きちんとできていな

い親が多いからこそ興津健康学園が必要なのではないか。 
今回提案されている施策が確立していない状況で、興津健康学園を廃

園することに反対する。 

Ａ 寄せられた意見は内容を要約したものを一覧にしてまとめ、最終報告

に掲載する予定にしている。その他の意見は、本日の意見として伺う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 健康学園は 23区にしか存在しない施設で、以前 17区が施設を運営し
ていたが現在では減少し 5区となっている。これは、教育改革が進む中
で、また、利用児童が減少する中、他区はコスト削減を含め方向転換を

図ってきた結果だと思う。 
こうした状況の中で目黒区は、健康課題は一部の子どもだけではなく

全ての子どもが抱える問題としてとらえ、コストを削減するのではなく、

健康教育の施策に振り向けていくことを提案している。委員長として興

津健康学園に関しては、現状とこれまでの課題整理からすれば廃園はや

もえないことと考えている。 
 
Ａ 意見として伺う。 
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◎ 第２回説明会の概要

Ｑ 興津健康学園の実績や高い評価がある中で、廃園する矛盾について説

明がほしい。 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ 経費だけでの比較で廃園となるのがとても残念であるが、継続してい

る区もある。文京区は台東区の子どもを受け入れる中、台東区の子ども

の方が多くなっても存続している。こうした他区の状況を調査した上で

検討が行われているのか。 
 
Ｑ 渋谷区民であったが目黒の教育・内容が日本一という話しを聞き、興

津の見学会に参加して入園を決めた。興津健康学園は目黒区の宝である。

お金だけで廃園にするのはおかしい。興津健康学園の先生達の熱意や

職員間の連携が子どもたちを支え育てていると思う。先生達もプライド

を持って教育に当たっている。こうした環境を各学校現場に求めるのは

無理がある。是非、存続させてほしい。 
 

Ａ 当初 17区が運営していた学園も、利用人数の減少や経費の削減など、
各区の方針等に応じて閉園となり、現在では目黒区を含め 5区となって
いる。こうした状況下、目黒区は他区の児童(渋谷区<H11>、荒川区
<H13>)を受け入れるなど、利用児童の減少に対する対策も講じてきた。 
興津健康学園の運営経費が 2億円といわれているが教職員の人件費を含
めれば 3億円程度の経費を毎年要してきている。今後こうした経費につ
いては、検討委員会が提案している健康教育推進の中で、目黒区全ての

児童・生徒に還元していくことが望ましいと考えている。 
 
Ａ 検討した結果存続させている区もある。各区の状況や方針、考え方に

基づく判断だと思うが、こうした他区の状況を踏まえつつ目黒区として

は、健康教育という課題を見据え検討を進める中で、興津健康学園の方

向性についても中間のまとめの中で提案している。 
 
Ａ 意見として伺う。 
今回、方策を提案していることから、学校現場の仕事も増える事が考

えられ、大変なことは我々も承知している。現状のまま提案内容全てを

学校中心で行うことは難しいと考えており、体制や環境の整備などに教

育委員会としても力を入れていきたいと考えている。 
 
 

意見要旨 説明要旨 
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Ａ ① 薬が改善されてきていることは事実で、興津の子も区内の子も投

薬による管理に変わりないところである。一方では体力づくりも必

要で、興津健康学園の子に限らず区内の子どもも体力づくりに取り

組みんでいる。昨年度の興津健康学園の入園対象数(2～5 年生)とし
ては 565人、ぜん息だけでは 356人の子どもが区内で改善に取り組
み、中学生ともなると体力がつきぜん息の罹患率も低くなるという

状況もある。 
② 不登校児童の受け入れについては、健康課題をあわせ持つ児童を 
受け入れたと思うが、現在では、守屋教育会館内での教育相談やエ

ミールで対応してきているところで、これからも力を入れて充実し

ていく。 
③ ぜん息は主治医の指示により管理され、発作を起こさないように 
して生活を送っていると思う。発作が起きたとき、主治医から指示

を受けられれば良いが、次の日に学校に行けるかどうかの判断は、

発作の状況により違いが出るのではないか。こうした状況判断は区

内に住んでいても興津健康学園での対応と変わりのないところと考

えている。 
④ 区においても不登校児童の対応については重視してきているとこ 
ろで、目黒エミールやスクーリング・サポート・ネットワークを活

用し対応してきている。家庭に対しては、メンタルフレンドという

制度があり、要請に応じてメンタルフレンドを各家庭に派遣し不登

校児の相談相手として活動している。 
 

Ｑ ① ぜん息の治療で転地療養という治療方法はもうないという説明が 

あったが、投薬管理による治療は本当の治療法ではないと思う。強 

い薬で管理する、頼るという方法よりは、自然環境の中で健康課題 

に取り組む治療方法の方が子ども達にとって良い事と思う。本当に

転地療養の必要性を感じていないのか伺いたい。 
② 興津健康学園で不登校児童を実際に受入れ、学校に行けるように

なったという実態があるなど、興津健康学園は多様な効果を果たし

ている施  
設である。健康教育としての役割を終えたからといって廃園にして

しまうことで、実態で救われた子や救済の必要な子ども達への対応

をどう考えているのか伺いたい。 
③ ぜん息であるが、学園内で発作が起きればすぐに対応できるが、

区内であれは対応はできない。こうした対応の違いについてどう考

えているのか。 
④ エミールでは家庭に入り込んでの指導が難しく、家庭・生活環境

を変える事は出来ない。充実するという説明だったが、子どもは１

年も２年も待っていられない。興津健康学園を存続し、こうした子

どもを救済してほしい。 
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Ａ 中間のまとめの段階において廃園の方向を提案している。寄せられた

意見を踏まえ検討委員会として最終のまとめを行い、教育長に報告する

ことになる。その後、教育委員会として、まとめの扱いを決めることに

なる。今の段階では、廃園と決まったわけでもなく、方策についても検

討委員会として提案したもので、皆様から寄せられた意見の中から実効

性のある方策があれば、反映した最終報告としてまとめていきたい。予

算化もこれからの話で、区としては、具体的な方策を区全体で進めるこ

とで、健康教育を推進していきたいと考えている。 
 
Ａ 本日の意見として伺う。 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 中間のまとめの中で具体的な方策や興津健康学園の廃園の方向を提案

しているが、手順や時期等については、最終報告を受け教育委員会で取

り扱うことになる。本日の意見は検討委員会としても受け止めて最終報

告の取りまとめに向け検討していくが、最終的には教育委員会で手順・

取扱いなどを決めていくことになる。 
 

Ｑ 子どもが発作を起こすと学校に行けない。ひとり親家庭の親は仕事に

いけない。仕事を休む。よく休むことから正職に就けない、収入も得ら

れないといったスパイラルにはまっている知人がいる。こうした人にと

っては、遠隔地に 24 時間子どもの面倒を見てくれる施設があれば、救
われることになる。このまま廃園にしていくならば順序が逆だと思う。

これから区が進めようとしている施策について、その成果を確認するこ

とができた段階で廃園すればよいことではないのか。 
 
 
Ｑ 娘二人がぜん息になり興津健康学園にも見学に行った。親から離れた

くないとのことで入園はしなかったが、家で発作を起こしたときの対応

には苦労した。 
今回提案された方策も方法論だし、今年に限り児童が 14 人なのかも
しれない。廃園の方向性は決まったとしても 2～3 年は様子を見る必要
があるのではないか。目黒区を興津健康学園化するのであれば、やれる

ことは全てやってから判断しても遅くはない。 
 
Ｑ 興津健康学園は、20 年かけここまで積み上げてきた貴重な財産であ
る。区全体を興津健康学園化するといっているが、1 校で行ってきたか
ら密度も濃く価値があるのであって、興津健康学園でのノウハウを全校

で実施しても興津化にはならないし、成果も薄まってしまうと思う。い

ま提案されている方策も実践が伴っていないし実績もない。軌道に乗せ

てから対応してほしい。今の子どもたちが本当に必要としているものを
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Ａ 誤解があれば申し訳ない。多様な価値観のところは通常の学校におけ

る学年・学級数を意味しており、比較して興津健康学園は各学年、学級

数ともに少ない。資料は、こうした数をとらえ説明しているものとご理

解いただきたい。興津健康学園における一人ひとりの意見や考え方、心

が元気になる教育はこれまでどおり活かしていきたいと考えている。 
 
 
 
 
 
 
Ａ 記述については、今後意見等をいただいて検討していきたい。人数が

多いと多数の意見が出され、みんなで意見を共有化し問題を乗り越えて

いくという、小学校期においては大切な時期であることを補足させてい

ただく。 
 
Ａ ① 入園に関しては目黒の子ども達や親にも熱心に勧めてきている。

私も入園を勧め、たくさんの子どもが興津に入園している。今でも

興津健康学園に入園させたい多くの子ども達がいて、勧めても親離

れ子離れできないなど、断られることが多い。ならば、興津健康学

園が行ってきた事を目黒区に持って来て実施することができないの

考えてほしい。 
 
Ｑ 意見として受け止めてほしい。興津健康学園の課題であるが「少人数

集団の場合、児童一人ひとりにかかわる時間が増え、・・(省略)・・・多
くの児童の中で経験する、様々な考え方や価値観の多様化に触れる機会

は少なくなる。(中間のまとめ 6 ページ)」とあるが、興津の方が多様な
価値観や意見のふれあう機会が多いと実感している。互いの教育を認め

るという教育が徹底しているので、問題のある子どもでも相手のことを

知ろうとする教育が行われている。また、集団の中で意見の言えない子

も意見を言える雰囲気がある。みんなが自分の意見を聞いてくれている、

認めてくれているという心の支えを大切にしているのが興津健康学園の

教育ということを知っていてほしい。 
 
Ｑ 昨日も同様の質問があった。多数の人と接していれば多様な価値観に

触れるという記述であるが、コミュニケーションは数ではなくて質が問

題だと思う。興津健康学園の心が元気になる教育を認めているのだから、

記述を変更してほしい。 
 
Ｑ ① 目黒区全ての児童を対象に興津健康学園に入園することを進める

方が正しいと思う。 
② めぐろ子どもスポーツ健康手帳は無駄な方策だ。子どもは３日で

飽きる。面白くないと子どもは飛びつかない。 
③ 健康教育に関する説明会であるが、無関心なのか当事者の教職員 
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かと検討委員会で話し合い、区内の施設を利用して健康教室的なも

のを開設し、宿泊を伴う集団生活の中で規則正しい生活習慣等を身

に付ける、体験するといった健康教育に関する提案を行っている。 
②～⑤までは意見として伺う 

 
 
 
 
⑥ （不登校に関して）年間通じて 30 日以上の欠席がある児童を不
登校児童とし、昨年度は 24名の不登校児童がいた。 
⑥・⑦(入園規則に関して) 
教育委員会が入園を認める者とは、入園により疾患の好転が期 

待できる場合において認めることにしている。また、書類審査でお

断りした事例としては、申請書類上から健康課題の記載がない場合

に基準に該当しないということで、入園をお断りしたケースがある。 
 
 
Ａ 検討委員会の議論の中では、必ずしも興津健康学園に入園をすぐに勧

めるということではなく、家庭や児童の状況からも先ず改善できること

を含め検討したうえで、最終的に入園を勧めてきていると聞いている。

こうした状況から当然学校間においても、対応の違いが出てくると認識

している。 
 

がまったくとして来ていない。教職員向けに説明会を行うのか。 
④ 養護教諭に熱心に進められて興津健康学園に入園した方がこの中

に何人いるのか。これが実態である。こうした実態を踏まえ再検討

が必要ではないのか。 
⑤ 検証結果が出ていないまま興津健康学園を廃園するやり方は間違

っている。廃園した施設はもう二度と戻ってこない。弱者を踏み台に

して多くの子どもたちを救うようなことはしてほしくない。弱者を救

っていくことに興津健康学園の価値がある。 
⑥ 不登校児童の実態を正確に把握しているのか。興津健康学園の入

園に関し「目黒区興津健康学園管理運営規則」の中にある「罹患傾

向」には、心の病は含まれないという解釈でよいのか。また、その

他目黒区教育委員会が認める者とあるが、どこまでを認めているの

か。 
⑦ これまでの入園申請で入園を断った事例の場合、書類審査だけで

断っているのではないか。家庭や親の状況等を加味して判断してい

るのか教えてほしい。 
 

Ｑ 先ほどの養護教諭の PR活動であるが、親身になって一緒に考え勧め
てくれる先生ばかりであればよいが、そのような先生は少なく、学校で

温度差が激しいと思う。だから私達は PRが不十分だと話している。学
校医もポスターのあることをどれくらい知っているのかと言うくらい、

周知されていないのが実態ではないのか。 
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Ａ 興津健康学園に関し学校間で格差があるという話であるが、興津健康

学園運営協力委員会と興津健康学園担当教諭連絡会がある。各学校には

興津健康学園の担当者が 1名いて年２回ほど担当教諭連絡会を開催して
PR活動などについて話し合っている。運営協力委員会も年 2～3回、学
務課長、校長・副校長が集まり PR 活動等について協議している。先ほ
ど下目黒小学校の取り組みが挙げられていたが、学校というよりは保護

者の方の取り組みが積極的で、他の保護者を巻き込み活動の輪を広げる

といった取り組みみによっても、学校間で差が生じてくると思う。 
また、教育委員会で DVD を配っているが、扱いに対する決め事はな
い。こうした DVD の取り扱いについては、各学校に任せている。保護
者会などの機会をとらえての上映や貸出しなどは、各学校の実態に合わ

せ活用していただくことにしている。 
 
Ａ 意見として伺う。 
 
 
 
 
Ａ 意見として伺う。 
 
 
 
 

Ｑ 私の子どもが在園していた時に、保護者間で全校生徒分のチラシを作

り配布するという PR 活動を行った。これで感じたことは、教職員の取
り組みや学校における興津健康学園の理解度等が様々で、広報活動にも

格差があり、興津健康学園の存在についてほとんどの保護者は理解して

いないと感じた。ビデオについても取扱いは学校に任されているのかも

しれないが、私は学校でビデオを見たこともなかった。22校全ての学校
が興津健康学園に対する共通理解を持っているか、とても疑問である。

こうした実態をどのように受け止めているのか聞きたい。 
 
 
 
 
 
Ｑ 私はパンフレットを見て興津健康学園の見学を決めた。学校や先生の

取り組みも必要だと思うが、親としても自分の子どもがぜん息になって

いるのであれば、どう直していくのか多様な情報を探っていく必要もあ

ると感じた。 
 
Ｑ 金がかかるから止めようとする発想であるが、民間と同様に収益性が

悪いからといって止められると、サービスを一度でも受けた者にとって

はとても困ることになる。 
区全体で健康教育を進めよう、お泊り教育も実施しようという考えで

あっても、興津健康学園の良いところは全てが全寮制であることに尽き、
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Ａ 意見として伺う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これは家庭では決して行えないことである。逆にもっと踏み込んで全寮

制の学校を１つ作っても良いのではないか。小学校であれば 40～50 万
円、興津健康学園は 500万円と言われているが、この格差全てを埋める
ことは出来ないが、お金お金というならば、一部負担金という形で支払

うことはできるのではないか。 
学童保育事業が無料から有料になっても、本当に必要なもので経費が

かかるものであれば、親は負担すると思うし、興津健康学園を存続する

ための負担金であるならば、私は負担します。 
 
Ｑ ３人子どもがいる。一番上の子が小２のときに LD になり、いま高 1
の年齢であるが学校に行っていない。高校での特別支援教育という考え

方が実現するまで 10 年かかったけど、整備は未整備である。一番下の
子は小２であるが教室で動き回ってしまう。学校と入学前から相談した

り指導いただいたりしてきた。 
区の考えが浸透するまでには時間も掛かるし、区民のニーズや全ての

人にマッチするわけではない。エミールも 10 人くらいしか利用してい
ない。コスト削減でないと言うならば、興津健康学園が果たしている役

割がある限り、廃園は待ってほしい。 
不登校児には全寮制が適している。真ん中の子がエミールにも行かな

い、メンタル・フレンドが来ても寝ていて昼夜逆転していたが、興津健

康学園に入園したことで解消した。結果３年お世話になり、現在は普通

に中学校に通っている。 
私が児童相談所に相談に行ったとき、児童相談所の担当者もボーダー
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Ａ ① 今後のスケジュールであるが、9 月に最終を取りまとめて教育長

への報告が 10 月、その後教育長から教育委員会へ報告することに
なる。この後パブリックコメントを含め最終報告を議会に対して行

っていくことになる。議会への報告は、今の段階では未定であるが、

11月頃を考えている。 
② 意見として伺う。 

 
 

ラインの子どもで措置に苦慮する場合、興津健康学園のような施設があ

ると助かると話しており、興津健康学園がなくなると聞いて職員も驚い

ていた。 
 
Ｑ 興津健康学園の予算を全児童に振向けると言っていたが、区税の滞納

額 30 億円(17 年度実績)、国民健康保険料とか介護保険料の滞納額を加
えると 51億円となる。 
滞納の時効が５年ですから、区の職員が一丸となって回収に当たれば、

お金のことは考えなくて済むので、職員の方には是非頑張ってほしい。

① 今後のスケジュールであるが、手続的なところを説明してほしい。

② ぜん息の治療方法の説明で間違っているところがある。薬がいくら

改善され良くなっても、ぜん息児童が増えていることからすれば、最

善の治療法は服薬による管理ではないことがわかる。興津健康学園で

は薬を使用する回数が減っている。 
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